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これは音声コード
Uni-Voiceです



アイコンの読み方
全席指定全指

チケットぴあチケぴ ローソンチケット イープラスe+久留米シティプラザCP

全席自由全自 入場・観覧無料無料 要事前申込事前 要整理券整理

トピックス

TOPICS

12/17（土）18：00開演 ★アフタートーク有り　18（日）15：00開演　※開場は開演30分前

村川拓也
ジェッサ・ジョイ・アルセナス
長津結一郎
Cボックス
日本語（英語字幕あり）
　　一般3,000円、U25（25歳以下）2,000円、高校生以下1,000円
※U25、高校生以下は要証明書提示　※未就学児入場不可　託児サービス有（要事前予約/定員有/無料）

久留米シティプラザ　☎0942-36-3000

全自

演 出
出 　 　 演
ドラマトゥルク
会 　 　 場
言 語
料 　 　 金

チケット取扱い
お問合せ先

CP
助成：令和4年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

チケット発売中知る／みる／考える　私たちの劇場シリーズ Vol.2

知る／みる／考える　私たちの劇場シリーズ
独自の視点で時代を捉え、表現方法をも模索し応答しようと試みる意欲的な作品をセレクトし上演するシリーズ。
本シリーズの第2弾として、村川拓也「Pamilya（パミリヤ）」をご紹介します。

村川拓也 Pamilya（パミリヤ）
筑後地区の介護福祉施設で働いていたフィリピン出身の介護士が当時の日常を再現。
誰もが無関係ではいられない「支える／支えられる」こと、その本質を問う作品です。

〈これから鑑賞するみなさんへ〉 上演に先駆けて11/27（日）に開催するプレレクチャーのゲスト、田中優子さんのコメントをご紹介します。

撮影：富永亜紀子

田中 優子　外国人介護士育成・就労支援

2023年 3/4（土）15：00開演　5（日）13：00開演
木ノ下歌舞伎　桜姫東文章 （さくらひめあずまぶんしょう）

　 作 　
監修・補綴
脚本・演出
出 　 　 演
会 場
料 金

チケット取扱い
お問合せ先

鶴屋南北
木ノ下裕一
岡田利規
成河、石橋静河　他
久留米座
　　一般4,500円、U25（25歳以下）3,000円、高校生以下1,000円
※U25、高校生以下は要証明書提示　※未就学児入場不可

久留米シティプラザ　☎0942-36-3000

全指

CP

木ノ下裕一監修・
 ほ てつ
補綴、岡田利規脚本・演出で、鶴屋南北の代表作に挑みます。

未曾有の天災や人災など、社会が大きく変容し続ける現代に、価値観を問い直す意欲作。

一般発売：12/11㊐

企画・製作：木ノ下歌舞伎／一般社団法人樹来舎　助成：令和4年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

「Pamilya」は外国人介護士が主人公の演劇です。私はこの主人公であ
るジェッサさんの介護士資格取得の支援をしました。この作品では
ジェッサさんが介護施設で生活する高齢者の日常を支援しながら、「家
族とは」「老いとは」など、素直に感じたことを表現しています。この作品
を観ながら、家族と離れて暮らしている人のことや自分自身のこれから
のことなどを考える機会にしませんか。

看護師・介護支援専門員・教員として約35年間、医療・福
祉・教育の仕事に携わる。2009年より外国人介護士育成
を中心に活動。現在は、介護福祉士養成校の講師、介護施
設のEPA介護福祉士候補生の国家試験対策を担当。
2019年日本語教師資格取得。

これは音声コード
Uni-Voiceです
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※金額は全て税込み価格

詳しくは久留米シティプラザ公式ウェブサイトへ　kurumecityplaza.jp
公式Web

チケット発売中

出 　 　 演

会 場
料 金

チケット取扱い
お問合せ先

指　揮：阪哲朗
ピアノ：小林海都
管弦楽：兵庫芸術文化センター管弦楽団（PAC）
ザ・グランドホール
　　S席3,000円、A席2,000円、学生（高校生以下）1,000円
※高校生以下は要証明書提示　※未就学児入場不可
　　エムアンドエム
エムアンドエム　☎092-751-8257（平日10：00～18：00）

全指

チケぴCP

国際的に活躍する指揮者･阪哲朗とピアニスト･小林海都を迎え、チャイコフスキーの
ピアノ協奏曲 第1番などをお届け。新春にふさわしい多彩な音色をお楽しみください。

2023年 1/7（土）15：00開演　※開場は開演45分前
オーケストラ・キャラバン～オーケストラと心に響くひとときを～
兵庫芸術文化センター管弦楽団（PAC）　ニューイヤーコンサート in 久留米

ⓒTsutomu YagishitaⓒFlorian Hammerich

小林海都阪　哲朗

チケット発売中
2023年 2/4（土）18：00開演　※開場は開演30分前
渡辺貞夫カルテット 2023　Sadao Watanabe Quartet 2023

出 　 　 演

会 場
料 金

チケット取扱い
お問合せ先

渡辺貞夫（アルトサックス）、小野塚晃（ピアノ）、
須川崇志（ベース）、竹村一哲（ドラム）
久留米座
　　8,000円
※未就学児入場不可
　　ピクニックチケットセンター
ピクニックチケットセンター　☎050-3539-8330（平日12：00～15：00）

全指

チケぴ e+CP

生涯現役、世界的サックスプレイヤー渡辺貞夫が久留米座に登場。
表現力豊かな音色で胸躍るジャズの世界をお楽しみください。

一般発売：12/3㊏
2023年 2/25（土）13：30開演　※開場は開演30分前
 やなぎや  か  ろく 

柳家花緑 独演会 2023　第六回 久留米座 花緑会

出 　 　 演
会 場
料 金

チケット取扱い
お問合せ先

柳家花緑
久留米座
　　4,000円
※未就学児入場不可
　　ピクニックチケットセンター
ピクニックチケットセンター　☎050-3539-8330（平日12：00～15：00）

全指

チケぴ e+CP

スピード感溢れる歯切れのよい語り口で、好評を博している柳家花緑。
会場が笑いで満たされる花緑ワールドを体感ください。

これは音声コード
Uni-Voiceです
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スケジュール

SCHEDULE

アイコンの読み方
参加有料有料

全席指定全指

参加無料無料

全席自由全自

要事前申込事前

関係者のみ関係者

要整理券整理

一般参加可一般

ザ・グランドホール、久留米座、Cボックス
開催日 料金など お問合せイベント名時間 会場

12月

1月
2023年

劇団影法師
☎0422-54-9990
℻0422-54-6070

10：40～
11：4015（木) 妖怪影絵劇「ゲゲゲの鬼太郎」 　　　大人2,000円

　　　こども1,500円
全自

新・BS日本のうた 特設ダイヤル
（久留米シティプラザ）
☎0942-36-3088

18：10～
20：1522（木) NHK公開収録　新・BS日本のうた 無料 事前

久留米シティプラザ
☎0942-36-3000

17日/18：00
18日/15：00

17
18
（土）
（日) 村川拓也 Pamilya（パミリヤ）

　　　一般3,000円
U25（25歳以下）2,000円
高校生以下1,000円

全自

九州国際バッハ音楽コンクール
事務局
☎090-1345-9271

24日/13：00
25日/ 9：30

24
25
（土）
（日)

第16回九州国際バッハ音楽コンクール
本選 無料

(公財)久留米文化振興会
（石橋文化センター内）
「くるめライブチャレンジ」係
☎0942-33-2271

15：00～
17：004（日) Road to ザ・グランドホール

くるめライブチャレンジ2022 無料

柴田乃生子
☎080-4692-6258
✉nonko.shiba@gmail.com

14：00～
16：001（木) 音楽のたから箱　

九州盲導犬チャリティーコンサート 　　　2,500円全自

学校法人　津福今幼稚園
☎0942-34-5731
℻0942-38-8867

Aパｰﾄ/10:00
Bパｰﾄ/14:0011（日) 第70回　お遊戯会 全指 無料

久留米市立南筑高等学校
☎0942-43-1295
✉takesue@kurume.ed.jp

13：30～
17：0027（火) 第3回福岡県高等学校新人コンテスト 　　　500円全自

久留米工業大学吹奏楽団
☎0942-22-2345

14：30～
17：3018（日) 久留米工業大学吹奏楽団定期演奏会 無料

エムアンドエム
☎092-751-825715：007（土） 兵庫芸術文化センター管弦楽団（PAC） 

ニューイヤーコンサート in 久留米
　　　S席 3,000円
　　　A席 2,000円
学生（高校生以下）1,000円

全指

キョードー西日本
☎0570-09-242418：0017（土）

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE "BIRTH"
～THE FINAL～

　　　S席 8,500円全指

キョードー西日本
☎0570-09-242418：0011（日) 優里ちゃんねる100万人達成記念ツアー

～ありがとう～ 　　　6,000円全指

KBCチケットセンター
☎092-720-871714：009（月・祝） 大和証券グループ presents

辻井伸行 日本ツアー 2022/23

　　　S席 7,800円
　　　A席 6,800円
　　　B席 5,800円
バルコニー席 3,800円

全指

これは音声コード
Uni-Voiceです

04
2 0 2 2
11.21



アイコンの読み方
久留米座 Cボックスザ・グランドホール 六角堂広場 展示室

大会議室 中会議室 小会議室 スタジオ 和室「長盛（ちょうせい）」

※金額は全て税込み価格

会議室、スタジオ、和室

六角堂広場、展示室

12月

※10月15日現在の情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更の可能性がございます。詳細については、
主催者へお問い合わせいただくか、久留米シティプラザ公式ウェブサイトをご確認ください。

開催日 料金など お問合せイベント名時間 会場

12月

開催日 料金など お問合せイベント名時間 会場

㈱ハイマート久留米
☎/℻0942-38-5677

10：30～
18：00

17
18
（土）
（日) Happy☆WinterFesta 無料

㈱ハイマート久留米
☎/℻0942-38-567714：0017（土） まちなかシネマ

～トムとジェリー　アカデミーコレクション～ 無料

くるめ光の祭典実行委員会
（㈱ハイマート久留米内）
☎0942-37-7111

15：00～
19：309（金) 第18回くるめ光の祭典

ほとめきファンタジー点灯イベント 無料

FP事務所羅針盤
☎0942-38-7081
✉toiawase@fprashinban.com

1日/14：00
7日/13：00

1
7
（木）
（水） 笑いの終活お金講座 有料 関係者3

NPO法人 日本FP協会　福岡支部
☎0120-725-012
✉fukuoka_bb@jafp.or.jp

10：30～
16：0011（日) 第9回 FPフォーラム in 久留米2

3 無料 事前

IRISE（イリゼ）
☎0942-48-0668

10：00～
12：00

7
28
（水）
（水）

フラワーアレンジメント　サークル
（ローズマリー） 有料 事前1

Yumiガヌテルアート教室
☎090-9480-7221
℻0942-92-1016

13：00～
17：0024（土） Yumiガヌテルアート教室2 有料 事前

学研教室　久留米事務局
☎0942-37-4373
✉gekurume@gakken.co.jp

10：00～
11：507（水） 学研教室12月度定例研修会1 関係者

㈱ハイマート久留米
☎/℻0942-38-5677

10：30～
16：00

7
8
（土）
（日) 新春!福まつり2023 無料1月

2023年

（株）ユキ
☎0120-20-3020

10：00～
16：0013（火) ウィッグ（かつら）展示即売会 無料1

2

ビーアンドエス・コーポレーション
☎092-753-7101
✉salon-fukuoka@bandscorp.jp

13：30～
15：008（木） グッドライフ健康講座 無料 事前1

へぱちょな
✉hepachona@yahoo.co.jp

11：00～
15：0025（日) 同人誌即売会＆コスプレイベント

ヘパチョナ×久留米 有料

全国ギャンブル依存症家族の会
福岡支部
☎090-2713-1684
℻0942-39-0157

14：00～
16：0025（日） 全国ギャンブル依存症家族の会福岡 有料3

これは音声コード
Uni-Voiceです
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スケジュール

SCHEDULE
MICEとは、会議（Meeting）、インセンティブ旅行（Incentive Travel）、学会などのコンベンション（Convention）、
イベント（Exhibition/Event）の頭文字ですMICE マイス

アイコンの読み方
久留米座 Cボックスザ・グランドホール 六角堂広場 展示室

大会議室 中会議室 小会議室 スタジオ 和室「長盛（ちょうせい）」

10（土） 日本輸血・細胞治療学会九州支部会
第69回総会・第90回例会 学術集会

日本輸血・細胞治療学会九州支部
日本赤十字社九州ブロック血液センター
事業部　学術情報課
☎0942-31-8983

主

問関係者他

17（土） 第72回聖マリア医学会　学術集会 学術集会
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院
聖マリア医学会学術集会事務局
☎0942-35-3322

主

問関係者他

3（土）
第133回日本循環器学会九州地方会／
第35回日本心血管インターベンション
治療学会九州・沖縄地方会／
第7回冬季症例検討会　合同地方会

他 学術集会関係者

久留米大学医学部内科学講座
心臓・血管内科部門
西日本企画サービス　事業部
☎0942-44-5800

主

問12月
開催日 内容 主催／お問合せイベント名 対象者会場

※10月15日現在の情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更の可能性がございます。詳細については、主催者へお問い合わせいただくか、
久留米シティプラザ公式ウェブサイトをご確認ください。

これは音声コード
Uni-Voiceです
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ピックアップ

PICK UP

六ツ門テラス イルミネーション

六ツ門テラスを華やかなイルミネーションで彩ります。
冬の風物詩をお楽しみください。

期 間 12月9日(金)～2023年2月19日（日）

第18回くるめ光の祭典 ほとめきファンタジー

冬の中心市街地を光で彩る「くるめ光の祭典ほとめきファンタジー」。
今回は、イルミネーションを増やし、明治通りの六ツ門交差点から西鉄久留米駅前までの並木をLEDで装飾します。
また、西鉄久留米駅東口や明治通り沿いには思わず写真を撮りたくなるスポットも設置します。

期 間 12月9日(金)～2023年2月19日（日）

Happy☆WinterFesta

冬のハッピー体験ができるおまつり。両日ともにキッチンカーを出店します。

日 時 12月17日（土）、18日（日）　10：30～18：00 会 場 六角堂広場

日 時 12月9日(金)　15：00～19：30
会 場 六角堂広場
内 容 15：00～ 飲食イベント

16：45～ 合唱コンサート、
　　　　 「絣藍ドル・あいくる」による絣ショー、
　　　　 くるめふるさと大使トークショー、
　　　　 カウントダウン点灯、大抽選会など

イルミネーション点灯イベントを開催

イルミネーション点灯エリア拡大

　 ハンドメイド「ニャンとマルシェ」

どん
・　 ・
ニャ作品と出会えるか
お楽しみに!!

12／17

　 プラネタリウム と こてつくん

モバイルプラネタリウム／参加費￥300
「宇宙なんちゃらこてつくん」がやってきます。

12／18

㈱ハイマート久留米　☎0942-38-5677お問合せ先

くるめ光の祭典実行委員会
［㈱ハイマート久留米内］　☎0942-37-7111

お問合せ先

くるめふるさと大使
パントビスコ

くるめふるさと大使
高田 里穂絣藍ドル・あいくる

ⓒSpace Academy/ちょっくら月まで委員会2

詳しくは
公式インスタグラムを
チェック

これは音声コード
Uni-Voiceです
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電話  0942-36-3000　　FAX  0942-36-3087
住所  〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1
メール  plaza@city.kurume.lg.jp

誌面だけでは
お伝えしきれない情報を
各SNSでお届け！

【アクセス】西鉄久留米駅からタクシー約4分、路線バス約5分、徒歩約10分
JR久留米駅からタクシー約7分、路線バス約10分、徒歩約20分

休館日 12月5日（月）・6日（火）
年末年始 12月29日（木）～2023年1月3日（火）

〈駐車場案内〉
収容台数：114台

公式Web

久留米シティプラザ kurumecityplaza.jp

久留米座

久留米シティプラザには、3つのホールと会議室、展示室、スタジオ、全天候型広場、さらに本格的な和室や交流スペース、
ショップ＆レストランがあります。

施設案内
インフォメーション

INFORMATION

［落語を観劇］久留米座での落語は会場のサイズ感がとても良くて、楽しさが増します。
［ジャズを鑑賞］出演者に近くてあの距離感がよかった。
［講演会で利用］講師の方も大変満足されていました。　［学会で利用］設備が充実していた。

お客様の声（アンケートより）

客席数 399 楽屋数 5

上質さと心地よさを感じるホール。客席と舞台の距離が近く一体感と臨場感を味わえるのが特徴。演劇やコン
サートに加え、講演会や式典などにもご利用いただいています。ロビーでは、筑後地方の伝統工芸であつらえた
提灯やブラインドが、ご来場の皆様をお迎えします。

〈 明治通り 〉▲  西鉄久留米駅方面 JR久留米駅方面 
▲

六ツ門

久留米座（入口階）

ザ・グランドホール（入口階）総合受付
入口

（六ツ門口）

これは音声コード
Uni-Voiceです
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