


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

イラスト：倉持智行

ケチなおじいさんが、花売りの少女との出会いでちょっぴりやさしくなるお話。
俳優とダンサーと音楽家、出演者3人が言葉を使わず愉快な物語を紡ぎます。

3/4（土）15：00開演　5（日）13：00開演　※開場は開演30分前 〈上演時間（予定）3時間15分（休憩含む）〉
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、高山のえみ、武谷公雄、足立智充、谷山知宏、森田真和、
板橋優里、安部萌、石倉来輝
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、託児サービス有、観劇サポート有（詳しくは要問合せ）

久留米シティプラザ　☎0942-36-3000

全指

CP

現代における歌舞伎演目上演の可能性を発信する劇団、木ノ下歌舞伎。
「東海道四谷怪談」などの名作を残した鶴屋南北の代表作を新たな視点で読み解きます。

チケット発売中

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

一般発売：2/3㊎
4/29（土・祝）　30（日）　各日11:00／13：30／15：30開演　※開場は開演15分前 〈上演時間（予定）30分〉
久留米シティプラザ キッズプログラム

作 ・ 演 出
出 演
演 奏
会 場
料 金
チケット取扱い
お問合せ先

目次立樹
目次立樹、森田かずよ
森田珠美
Cボックス
　　小学生以下無料（要チケット・要保護者同伴）、中学生以上500円

久留米シティプラザ　☎0942-36-3000
CP
全自

企画製作：momocan

フクローじいさんとベル子ちゃん

私が主宰する木ノ下歌舞伎は、さまざまな演出家とタッグを組み、歌舞伎演目を現
代演劇に作り替えている劇団です。3月に久留米座で上演する「桜姫東文章」では、
現代演劇の最先端を走っている演出家のひとり、岡田利規さんをお迎えしました。
その上、成河さんや石橋静河さんをはじめとした多彩な俳優陣でおおくりします。
この作品は、桜姫という高貴なお姫様が2人の男性と三角関係に陥り、流転しつつ
数奇な運命をたどるという波乱の物語です。ぜひ物語の渦に巻き込まれるような
気持ちでご来場ください。

木ノ下歌舞伎主宰・木ノ下裕一さんのコメントをご紹介します。

0歳から入場OK!［入退場自由］

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

3/19（日）16：30開演　※開場は開演30分前
くるめライブチャレンジ2022 Chase your Dream in ザ・グランドホール　渡辺美里
出 　 　 演
会 場
料 金

チケット取扱い

渡辺美里
ザ・グランドホール
　　一般S席 7,000円、一般A席 5,000円、学生席 3,000円
※3歳以下入場不可　※学生席は石橋文化センター窓口購入のみ取り扱い
石橋文化センター、情報サテライト［シティプラザ2階総合受付前］、
木下楽器店、小川楽器久留米シティプラザ店
［一般発売開始 1/21（土）］

全指

チケぴ

一般発売：2/18㊏
5/4（木・祝）13：30開演　※開場は開演30分前
垣根の魔女

原 作
演 出
出 　 　 演
会 場
料 金
チケット取扱い
お問合せ先

村野守美
錦織一清
久本雅美、室龍太、渋谷天笑、大和悠河、ラサール石井、笠原章　他
ザ・グランドホール
　　S席11,000円、A席7,700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

昭和の下町で、知恵の長けた世話焼きのおばあさんが、頼まれもしないのに近所の人
たちの悩みを次々と解決していく人情喜劇。原作は村野守美のコミック「垣根の魔女」。

2/19（日）14：00開演　※開場は開演30分前
くるめライブチャレンジ2022 ベストパフォーマー大会

全自

出 　 　 演

会 場
料 金

2022年8月から12月に開催したライブチャレンジで選ばれた
ミュージシャン8組及びゲスト
久留米座

無料

お問合せ先 公益財団法人久留米文化振興会[石橋文化センター内］　☎0942-33-2271

くるめライブチャレンジ2022
久留米市では、音楽分野における人材発掘、育成支援を目的とした「くるめライブチャレンジ」を3年ぶりに有観客にて開催して
います。2022年8月から12月に開催したライブチャレンジを経て、2月にはベストパフォーマー大会で年間チャンピオンを決
定。そして、3月はメインイベントとして、「Chase your Dream in ザ・グランドホール」を実施。また、サブイベントとして無料
のライブ、ワークショップを開催します。

イベントやチケットについて詳しくは「くるおん」で検索➡

六角堂広場やＣボックス、スタジオでも無料イベントを開催

これは音声コード
Uni-Voiceです
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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 ※金額は全て税込み価格

六角堂
広場 イベント情報 お問合せ先 ㈱ハイマート久留米　☎/℻0942-38-5677

ハートいっぱい！チョコいっぱい！

日 時 2月4日(土)　10：30～16：00入場無料チョコっと♥バレンタイン

チケット発売中
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。

3/26（日）　13：00～17：00　小・中学生ダンス発表会
久留米シティプラザ　ジュニアダンスステージ in 六角堂広場

会 場
料 金
お問合せ先

六角堂広場
無料
株式会社西日本企画サービス
（ジュニアダンスステージ担当）
☎0942-44-5800

ダンスが好きな小・中学生の皆さん、久留米シティプラザのステージで踊ってみませんか？

バレンタイン♡ワークショップ［要材料費・事前申込不要］
世界にひとつのプレゼント作り

バレンタイン♡メッセージ［参加無料・事前申込不要］
好きと感謝のメッセージで、大きなハートをうめつくそう

バレンタイン♡カフェ［出店］
チョコいっぱいのハッピーカフェコーナー

出場者募集中
応 募 資 格

演 技 時 間
募 集 締 切
募 集 組 数

市内在住もしくは市内の
小・中学校に通う個人や団体
1組7分（入退場も含む）
2/17(金)必着
25組（1組1～30名）※応募多数の場合は抽選

詳しくは、シティプラザ　　　　 をご覧ください。公式Web

これは音声コード
Uni-Voiceです
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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

ピックアップ

PICK UP

六角堂広場ランチタイムコンサート レポート

2022年からの新たな企画として、誰でも気軽に
生演奏を楽しめる無料のコンサートを六角堂広場
で開催しました｡各回200名以上のお客様にお越
しいただき、大いに賑わいました｡久留米市近郊で
演奏活動をする音楽家のギターやオカリナなどの
音色に包まれて、いつもと違う午後のひとときを過
ごしていただけたようです｡次回は、少し暖かくなる
春以降に開催したいと考えています｡

「コロナでおでかけ出来なかったので、今日はとても嬉しかったです。知っている曲が多くとても楽しめました。
 音楽っていいですね。」
「久しぶりにゆったりのんびりした時間を過ごすことができました。」
「子連れでも過ごしやすく楽しめました。」
「さわやかな風の中とても気持ちのよい時間でした。久しぶりの生の演奏も楽しかったです。」

お客様の声（アンケートより）

これは音声コード
Uni-Voiceです
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ザ・グランドホール、久留米座、Cボックス

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

開催日 料金など お問合せイベント名時間 会場

2月

3月

ピクニックチケットセンター
☎050-3539-833018：004（土） 渡辺貞夫カルテット 2023 　　　8,000円全指

ピクニックチケットセンター
☎050-3539-833013：3025（土） 柳家花緑 独演会 2023

第六回 久留米座 花緑会 　　　4,000円全指

社会医療法人天神会
☎0942-38-2222
℻0942-38-2427

14：00～
16：0025（土）

「健やかに心豊かに生きる」ための
習慣と支援のあり方
～米国のCCRCに学ぶ認知症・フレイル予防～

全自 無料

キョードー東京
☎0570-550-799

13：30～
15：4019（日) 落語三銃師　

三遊亭白鳥・林家彦いち・桃月庵白酒 　　　3,800円全指

日本会議福岡県南支部
☎0942-38-1271
℻0942-37-1113

13：00～
15：3011（土・祝） 日本の建国をお祝いする市民の集い 無料

（一財）久留米・筑後移植医療推進財団
☎0942-48-1578
✉ktf-info@basil.ocn.ne.jp

13：00～
16：0018（土） 命を守り、命をつなぐ市民大会

～新しい医療都市を目指して 全自 無料 事前

NPO法人国際落語振興会
☎06-4305-3523
✉kokusairakugo@gmail.com

14：00～
16：005（日) 上方落語がやって来た！

桂小春團治独演会 　　　2,300円全自

城勝流城勝吟道会
☎090-3412-0280
℻0944-32-0075

13：00～
16：0026（日) 城勝流城勝吟道会宗家就任披露公演 　　　3,000円全自

福岡ゲームミュージック吹奏楽団
☎070-7615-2962
✉fukuoka.vgmbrass2019@gmail.com

14：00～
16：0026（日) 福岡ゲームミュージック吹奏楽団

プロモーションコンサート ｉｎ 久留米
　　　一般1,800円
　　　学生800円
全自

(公財)久留米文化振興会
［石橋文化センター内］
☎0942-33-2271

14：0019（日) くるめライブチャレンジ2022
ベストパフォーマー大会 全自 無料

久留米シティプラザ
☎0942-36-3000

4日/15：00
5日/13：00

4
5
（土）
（日) 木ノ下歌舞伎　桜姫東文章

　　　一般4,500円
U25（25歳以下）3,000円
高校生以下1,000円

全指

(公財)久留米文化振興会
［石橋文化センター内］
☎0942-33-2271

16：3019（日)
くるめライブチャレンジ2022
Chase your Dream in ザ・グランドホール
渡辺美里

　　　一般S席7,000円
　　　一般A席5,000円
　　　学生席  3,000円

全指

ソワード（株)
☎0956-22-2036
℻0956-22-2174

⑴14：00
⑵18：0027（月） 梅沢富美男劇団　特別公演 　　　S席6,800円全指

これは音声コード
Uni-Voiceです
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会議室、スタジオ、和室

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

六角堂広場、展示室
開催日 料金など お問合せイベント名時間 会場

2月

3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～
16：004（土） チョコっと♥バレンタイン 無料

(一社)アカルカ福祉協会
☎090-8625-8833

10：00～
15：0025（土） 第7回キラリ☆マルシェ 無料

2月

久留米シティプラザ
☎0942-36-300010：0026（日) 久留米シティプラザ

ジュニアダンスステージ in 六角堂広場 全自 無料

ヨーロッパ輸入食器専門店
Sohbiアクロス福岡店
☎092-713-0871

10：00～
18：00

ヨーロッパ輸入食器専門店主催
特価セール＆アート展 無料3

3
4
5

（金）
（土）
（日)

(一社)航空宇宙振興会夢宙
☎080-9101-5984
✉info@faspia.info

10：00～
15：00

18
19
（土）
（日) 宇宙Hack! in Fukuoka 無料2

3

※12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でご確認ください。

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（土） 全国ギャンブル依存症家族の会福岡 有料

親と子のこころの対話研究会
☎080-2720-5305

14：00～
16：00

12
23
（日)
（木・祝）

子ども理解を深めるための連続講座
in KURUME 無料

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

1日/13：00
2日/14：00

1
2
（水）
（木） 笑いの終活お金講座 有料 関係者3

フラワーデザインスクールAKO
☎090-9794-5995
✉jgtnn283@gmail.com

14：30～
16：0017（金） フラワーアレンジメント　スクール3 有料 事前

日本歯科医療情報センター
☎0120-137-118

10：00～
16：0023（木・祝） インプラント講座3 無料 事前

(株)スポーツフィールド
☎0120-314-241
℻082-511-6515

13：00～
17：003（金） スポナビキャリアセミナープラス20241

2 無料

(有)ニーズ
☎0942-21-6100
✉info@needs-ag.biz

13：30～
15：3016（木） 「SDGs経営」セミナー＆ワークショップ1

2 無料 事前

へぱちょな
✉hepachona@yahoo.co.jp

11：00～
15：005（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

全教研Z-UP久留米本校
☎0942-33-9637

19：00～
20：305（日) 新高3大学入試説明会

～現役合格への戦略～ 無料 事前

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

13：30～
15：009（木） グッドライフ健康講座 無料 事前1

IRISE（イリゼ）
☎0942-48-0668

10：00～
12：00

8
22
（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

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　2月13日（月）

公式Web

久留米シティプラザ kurumecityplaza.jp
〈駐車場案内〉
収容台数：114台

久留米
市役所
●

　　　●
久留米市美術館
石橋文化センター

　 ●
中央公園

水天宮
●

梅林寺
●

久留米城跡
●

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

久留米シティプラザ総務課　TEL：0942-36-3081　FAX：0942-36-3087問

参加いただいた方のネームプレートをシティプラザに掲示します
寄附金は、久留米シティプラザの活性化のために活用させていただきます。
○寄附金額 　 個人＝１万円以上
 ・申込書を郵送またはファクスにてお送りください。
電子申請も受け付けています。

 ・申込書は館内設置、または公式ウェブサイトの
　「メニュー」→「支援する」からダウンロードできます。
○ネームプレートサイズ ＝ 縦1.9cm×横8.5cm

久留米シティプラザを応援する寄附を募集しています

電子申請へ

※12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でご確認ください。

2月
3月

11
12

（土・祝）
（日）

第196回日本医学放射線学会九州地方会
第58回日本核医学会九州地方会 学術集会 久留米大学医学部放射線医学教室

☎0942-31-7576
主
問関係者他

開催日 内容 主催／お問合せイベント名 対象者会場

4
5
（土）
（日） 第23回日本小児IBD研究会 学術集会

久留米大学医学部小児科学講座
西日本企画サービス
☎0942-44-5800

主
問関係者他

26（日） 第24回天神会医療研究会 学術集会
社会医療法人天神会
社会医療法人天神会
地域医療連携室・広報係
☎0942-38-2292

主
問

関係者

これは音声コード
Uni-Voiceです

08
2023
1 . 2 0


