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平成30年度 主催・提携事業ラインナップ

久留米シティプラザは、
平成30年度も様

5.12¥19:00
45th Anniversary Live in C-BOX

THE FLYING ELEPHANTS
〜THE BEATLES Songs Night〜
福岡で活躍するビートルズ トリビュートバンドの
45周年記念ライブ。

4.7¥12:30／17:30,8¨12:30

チケット発売中
q久留米シティプラザ Cボックス
73,000円 CP
当日3,500円
4KUSU MUSIC 10942-48-8331

計3回公演

6.17¨

時間未定

久留米シティプラザ
芸能フェスティバル2018
（フラダンス部門・芸能部門）
q六角堂広場、
久留米座
7入場無料
4西日本企画サービス
（芸能フェスティバル担当）
10942-44-2786
0942-44-0577

ミュージカル

『ラ・カージュ・オ・フォール
籠の中の道化たち』
男二人の夫婦愛と一人息子への愛情が、
笑いと涙を誘う傑作ミュージカル。
チケット発売中
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7SS席13,800円 S席12,000円 A席8,000円 B席6,000円
学生券4,000円
（当日座席指定・引換時要学生証） CP
※全席指定、
未就学児入場不可
eジャン・ポワレ []ジェリー・ハーマン
tハーベイ・ファイアスティン i山田和也
a鹿賀丈史、
市村正親、
木村達成、
愛原実花、
真島茂樹、
新納慎也、
香寿たつき、
今井清隆、
森公美子 ほか
4ピクニックチケットセンター
1050-3539-8330
（平日11:00〜17:00） ■
HP picnic-net.com

7.20†13:30,21¥12:30

計2回公演

4.21¥~29 日祝 10:00~17:00

ぶたいびじゅつであそぼう
『ふしぎのくにのびよよよーん』
身近な存在の
「ゴム」
を使っ
た、遊べる舞台美術で楽し
め る9日間で す。日替りの
ワークショップ も開 催。詳
細はP4参照。

5.26¥14:00/18:30

計2回公演

芸能生活50周年記念 渡辺商会 presents

前川清コンサート in 久留米
〜Kiyoshi Maekawa Memorial 50 〜
デビュー50周年を記念し、
数々のヒット曲を爆笑トークとともにお届けします。
チケット発売中
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7前売6,000円 CP
当日6,500円

q久留米シティプラザ Cボックス
7入場 無 料 ※車 椅 子 や ベビー
カーのまま入場可能
4久留米シティプラザ
10942-36-3000
（代）
0942-36-3087

※全席指定、
未就学児入場不可
a前川清、
紘毅
（ひろき）
4サガテレビ事業企画部 10952-23-9112

ミュージカル
『シークレット・ガーデン』
THE SECRET GARDEN
世界的名作
「秘密の花園」
の日本版初上演。
日本ミュージカル界の豪華キャストが集結。
チケット発売中
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7S席11,500円 A席9,000円
学生券5,000円
（当日座席指定・引換時要学生証） CP
※全席指定、
未就学児入場不可
eフランシス・ホジソン・バーネット
『秘密の花園』
t[マーシャ・ノーマン oルーシー・サイモン iスタフォード・アリマ
a石丸幹二、
花總まり、
石井一孝、
昆夏美、
松田凌、
（Wキャスト）
池田葵／上垣ひなた、
（Wキャスト）
大東リッキー／鈴木葵椎、
石鍋多加史、
笠松はる、
上野哲也 ほか
4ピクニックチケットセンター
1050-3539-8330
（平日11:00〜17:00） ■
HP picnic-net.com

びよよん王国（宇宙編）長峰麻貴

8.7∑14:00,8´12:00

計2回公演

5.4 金祝 14:00,5 土祝 10:00/14:00,6¨10:00

受付終了

ゴールデンウィーク
バックステージツアー
普段は入ることができないザ・グランドホールの舞台裏
を、
スタッフが案内します。
※先行申込受付終了
定員に満たない場合4月2日㊊10:00〜先着順に電話受付
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7参加無料※要事前申込
4久留米シティプラザ
10942-36-3000
（代） 0942-36-3087

P2 machi×pla special issue 2018.03.30

6.2¥13:00,3¨13:00

計2回公演

竹生企画第三弾
『火星の二人』
個性派俳優が激突する竹生企画の第3弾。
人気劇作家・倉持裕が書き下ろし。
チケット発売中
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7一般9,000円 学生券4,000円
（当日座席指定・引換時要学生証）
CP
※全席指定、
未就学児入場不可
ri倉持裕
a竹中直人、
生瀬勝久、
上白石萌音、
池岡亮介、
前野朋哉、
高橋ひとみ
4ピクニックチケットセンター
1050-3539-8330
（平日11:00〜17:00） ■
HP picnic-net.com

ミュージカル・コメディ

『キス・ミー・ケイト』
シェイクスピアの喜劇
「じゃじゃ馬ならし」
を
劇中劇に仕立て、
舞台裏と交互に見せます。
チケット発売開始
久留米シティプラザ先行：4月7日㊏、
8日㊐ 一般：4月21日㊏
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7S席6,000円 A席4,000円 CP

※全席指定、
未就学児入場不可
[]コール・ポーター y[なかにし礼
丹野郁弓 iY上島雪夫
a松平健、
一路真輝、
水夏希、
大山真志、
川﨑麻世、
ちあきしん、
杉山英司
（スギちゃん）
、
太川陽介 ほか
4ピクニックチケットセンター
1050-3539-8330
（平日11:00〜17:00） ■
HP picnic-net.com

2018 LINEUP

も様々なジャンルの公演や、
まちの賑わいにつながるイベントを開催いたします。

9.15¥13:00☆,
16¨12:00★

計2回公演
※☆咲妃 ★秋元

ミュージカル

『ゴースト』

世界中で大ヒットし
た
「ゴースト／ニュー
ヨークの 幻」が 奇跡
のミュージカル化！

8.11

チケット発売開始
久留米シティプラザ先行：5月20日㊐ 一般：5月26日㊏
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7S席12,000円 A席9,000円 B席5,000円 CP

12¨12:30

土
祝 12:30/17:30,

計3回公演

※全席指定、
未就学児入場不可
t[ブルース・ジョエル・ルービン
o[デイヴ・スチュワート＆グレン・バラード iダレン・ヤップ
a浦井健治、
（Wキャスト）
咲妃みゆ／秋元才加、
平間壮一、
森公美子 ほか
4ピクニックチケットセンター
1050-3539-8330
（平日11:00〜17:00） ■
HP picnic-net.com

『レインマン』
兄弟の絆を描いた映画史に残る
名作
「レインマン」
がこの夏、
舞台で甦ります。
チケット発売開始
久留米シティプラザ先行：4月14日㊏ 一般：4月21日㊏
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7S席9,800円 A席8,500円 CP

※全席指定、
未就学児入場不可
a藤原竜也、
椎名桔平／中越典子、
横田栄司、
吉本菜穂子、
渡辺哲
4インプレサリオエンターテインメント
1092-406-7960
（平日10:00〜18:00）
HP impresario-ent.co.jp
■

8.15´16:00,16®11:30/15:00

9月 日時未定

上方落語
q久留米シティプラザ 久留米座
7未定
a桂雀々
4久留米シティプラザ
10942-36-3000
（代）
0942-36-3087

11.3 土祝 ,4¨ 時間未定
ミュージカル
『ジャージー・ボーイズ』
2016年日本のミュージカル界に舞い降りた奇跡のミュー
ジカルが、
初の全国ツアーで久留米に登場!! フランキー・
ヴァリ＆ザ・フォーシーズンズの実話に基づいた感動のス
トーリーをお見逃しなく!
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール 7未定
tマーシャル・ブリックマン＆リック・エリス oボブ・ゴーディオ
[ボブ・クルー i藤田俊太郎
a中川晃教、
（Wキャスト）
中河内雅貴／伊礼彼方、
（Wキャスト）
海宝直人／矢崎広、
（Wキャスト）
福井晶一／Spi
4ピクニックチケットセンター
1050-3539-8330
（平日11:00〜17:00） ■
HP picnic-net.com

撮影：宮川舞子

11.17¥,18¨ 時間未定

計3回公演

『不思議の国のアリス』
おとなもこどもも迷い込むへんてこりんなダンスとコト
バのワンダーランド！不思議で愉快なダンサーたちが、
ア
リスの世界に勢ぞろい。
扉の向こうは、
摩訶不思議でナン
センス。
奇想天外オドリだす！
チケット発売開始
一般：6月9日㊏
q久留米シティプラザ 久留米座
7おとな3,000円 こども1,000円
おやこ3,500円
（おとな1人、
こども1人のペア券） CP
※日時指定全席自由
（整理番号付）
、
3歳以下入場不可
eルイス・キャロル iYp森山開次
a森山開次、
辻本知彦、
島地保武、
下司尚実、
引間文佳、
まりあ
4久留米シティプラザ
10942-36-3000
（代） 0942-36-3087

第5回

10.2

∑ 昼・夜 2回公演

時間未定

人形浄瑠璃 文楽
日本が世界に誇る伝統芸能、人形浄瑠璃 文楽が久留米
初登場。浄瑠璃三大傑作のひとつとして数えられる「義
経千本桜」
より、
昼の部は
「椎の木の段／すしやの段」
を、
夜の部は
「道行初音旅」
と名作ぞろい。
q久留米シティプラザ 久留米座
7未定 ※全席指定、
未就学児入場不可
4久留米シティプラザ
10942-36-3000
（代） 0942-36-3087

久留米たまがる大道芸2018

九州最大級の大道芸フェスティバル。
アクロバットやジャ
グリングなど驚愕の芸が間近で見られる！
q六角堂広場ほか
7観覧無料
4久留米たまがる大道芸実行委員会 事務局
（久留米シティプラザ内）
10942-36-3000
（代） 0942-36-3087

12月 日時未定

江戸落語
q久留米シティプラザ 久留米座
7未定
a柳家三三
4久留米シティプラザ
10942-36-3000
（代）
0942-36-3087

久留米シティプラザ チケット発売情報
8/7㊋・8㊌

ミュージカル・コメディ
『キス・ミー・ケイト』

久留米シティプラザ先行：4/7㊏・8㊐ 一般：4/21㊏

10.6¥12:00☆／17:00★,7¨12:00★

計3回公演 ※☆朝夏・寺脇 ★神田・別所

8.30

®18:30

ローマ・イタリア管弦楽団
エンニオ・モリコーネが育んだ、イタリア・ローマの名門
オーケストラが奏でる懐かしの映画音楽の数々。
チケット発売開始
一般：4月29日㊐・㊗
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7S席6,500円 A席5,000円 CP
※全席指定、
未就学児入場不可
aローマ・イタリア管弦楽団
4久留米シティプラザ
10942-36-3000
（代） 0942-36-3087

ミュージカル
『マイ・フェア・レディ』

8/11㊏㊗・12㊐ 『レインマン』
久留米シティプラザ先行：4/14㊏ 一般：4/21㊏
8/30㊍

ローマ・イタリア管弦楽団

一般：4/29㊐㊗

ミュージカル史に燦然と輝く不朽の名作が、
新プリンセス を迎えて生まれ変わる!!

9/15㊏・16㊐

チケット発売開始
久留米シティプラザ先行：6月23日㊏、
24日㊐ 一般：6月30日㊏
q久留米シティプラザ ザ・グランドホール
7S席12,500円 A席8,500円 B席4,000円 CP
※全席指定、
未就学児入場不可
t[アラン・ジェイ・ラーナー oフレデリック・ロウ
yiG2
a
（Wキャスト）
朝夏まなと／神田沙也加、
（Wキャスト）
寺脇康文／別所哲也 ほか
4ピクニックチケットセンター
1050-3539-8330
（平日11:00〜17:00） ■
HP picnic-net.com

8/15㊌・16㊍

ミュージカル
『ゴースト』

久留米シティプラザ先行：5/20㊐ 一般：5/26㊏
『不思議の国のアリス』

一般：6/9㊏
10/6㊏・7㊐

ミュージカル
『マイ・フェア・レディ』

久留米シティプラザ先行：6/23㊏・24㊐ 一般：6/30㊏
※掲載スケジュールにつきましては、
日程・会場等変更になることがご
ざいますので、
あらかじめご了承ください。
※2018年3月20日現在の情報です。
※チケットのお買い求めはP4をご参照ください。
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空間を創る
プロフェッショナル
長峰麻貴さん

ながみね・まき
福岡市育ち。
武蔵野美術大学大学
院空間演出デザイン学科修了。
劇
団四季演出部を経てフリー。
空間
を主体としたデザイン・アート活動
を行う。
テアトリカルイデア代表。
武蔵野美術大学非常勤講師。09、
10、11年日本ディスプレイ協会ディ
スプレイデザイン賞入選。
第43回
伊藤熹朔賞新人賞受賞。

ぶたい
びじゅつで
あそぼう

4月21日㊏〜29日㊐・㊗10:00〜17:00
q久留米シティプラザ4F Cボックス
7入場無料 ※ベビーカーや車椅子のまま入場可能
4久留米シティプラザ

（代）
10942-36-3000

0942-36-3087

ゴムをたくさん作っているまち・久留米に︑
ふしぎのくに びよよん王国 現る！

びよよん王国
（宇宙編）
長峰麻貴

W!!

久留米シティプラザ4F、ＣボックスのＣは
Creative
（クリエイティブ＝創造）
の頭文字。
「こうしたい」
という空間を創りだせる場所
です。今回は福岡出身の舞台美術家・長峰
麻貴さんが空間演出デザインと監修を担当
し、
ふしぎのくに びよよん王国 をつくりま

I nte r view

す。
びよよん王国には3つのふしぎなSPOT
があり、期間中はワークショップを毎日開

Q 舞台美術家とはどんな仕事ですか？

催。見て、ふれて、つくって、遊んで…楽しい

舞台の絵を創る、
ビジュアル担当です。脚本を読ん

ことがいっぱいです。

で場面ごとの絵をデザインし、
それを現実の空間に
するための図面を引き、大道具さんに発注して、出

びよよん王国ってどんなとこ？
SPOT

1

来上がったものが劇場に現れます。

Q Cボックスを見て「こうしたい！」と思ったことは?

びよよん森

実は ぶたいびじゅつであそぼう の 遊ぶ は プレ

びよよん王国の入口。ゴムの森のトン
ネルをぬけるとそこには…
SPOT

2

イ
（演じる）にかけているんです。お客様が遊んで
いるうちに、気づいたら空間の住人になっていたり、

びよよん劇場

役者になっていたりするような、日常が非日常に

ゴムでできた不
思議な舞台。中を歩き

パッと変換できるような空間が創れないかな、
と思
いました。

回ったり、外から眺 め
たり、
記念撮影もOK！
SPOT

3

Q

そういえばゴムの街だ」
って思いつきまして、
素材と

びよよんラボ

ゴムを使ったモ
ノづくりが日替りで楽

びよよよーん と聞くだけで楽しそうです。

久留米ならではの特徴を考えたときに、
「久留米って

してゴムを使いたいと提案しました。不思議なゴム
を使った、不思議で楽しい空間を創りますので、ぜ

びよよん王国
（工場編）
長峰麻貴

しめる。

ひ遊びに来てくださいね！

小松杏里のくるめ演劇塾2018年も始動！

NE

■リーディングクラス 5月〜
（全12回）

演劇に触れ、楽しんで創って発表することを目的とした

石橋文化センター
情報サテライト

〈前期〉
5〜7月

『くるめ演劇塾』
。2018年の前期は、
リーディングクラス、

台本を持ってお芝居をするリーディング形式にて、発表まで行
います。
初めての方でも参加しやすい内容です。

演劇クラス、特別ゼミの3コースを設けます。
募集開始は

■演劇クラス 6月〜
（全18回）

4月10日
（火）
から、
奮ってご参加ください。

劇団が行う様々な内容を、
参加者全員で実践しながら演劇を学
ぶコース。
しっかりと演劇に関わりたい方におすすめです。

■特別ゼミ 5月〜7月
演劇について深く学びたい方向けのゼミです。
講師は九州で活
躍中の大塚ムネト・荒木宏志・永山智行ほかを予定しています。

4月1日㊐10:00 Open!!

※詳細は公式ウェブサイト・チラシをご覧ください。
※応募多数の場合は書類選考等になる場合があります。
※これまで開催してきたお試しのコースは、6月から1回ずつ自
由に参加できるワークショップとして行っていく予定です。
4久留米シティプラザ
（代）
0942-36-3087
10942-36-3000

場所／久留米シティプラザ2F 総合受付前
営業時間／10:00〜18:00
石橋文化センターの文化イベント情報の発信やチケットの販売、
久留米シティプラザで開催されるイベントのチケットもお取扱い
いたします
（一部お取扱いのないチケットもございます）
。

西鉄久留米駅から久留米シティプラザまでの5つのエリアが、
ずら〜〜〜っとおまつり！
❶西鉄久留米駅 東口広場
❷久留米ほとめき通り商店街
❸明治通り
❹ 久留米シティプラザ六角堂広場
❺ 久留米シティプラザ館内

※休業日は久留米シティプラザに準じます。
※チケットのお取扱いについて…久留米シティプラザ以外の文化施設で開催
されるイベントのチケットの販売も承ります
（要手数料）
。
チケットのお預け
をご希望の方は、
下記までお問合せください。
石橋文化センター情報サテライト
（4月1日より）
☎0942-36-3080

オール久留米で盛り上げ隊実行委員会
（久留米商工会議所）
☎0942-33-0214

0942-39-7837

■臨時休館日のお知らせ 4月16日㊊・5月21日㊊は設備保守点検のため全館休館いたします。
六角堂広場、
駐車場、
カタチの森もご利用できません。
各テナントは通常通り営業。

久留米シティプラザ取扱チケットのお買い求めは

※お電話でのご予約はできません

インターネットで購入
久留米シティプラザ ウェブサイト内の
チケット予約システムをご利用ください。

※営業時間は変更になる場合があります。
※保守点検等で臨時休業することがあります。

※予約後、窓口もしくは最寄りのセブンイレブンでの引取が
必要となります。

あなたのお名前を館内に掲示しませんか？

ネームプレート掲載料（縦1.9cm×横8.5cm）
：一口につき1万円以上（寄付金額）

P4 machi×pla special issue 2018.03.30

0942-36-3087

76.5MHz

久留米シティプラザの日常をお届けします

www.facebook.com/KurumeCityPlaza

くるめりあ六ツ門

久留米
郵便局

5 4

3

日吉 交

差点

東町公園
久留米
ほとめき通り
商店街

明治 通り

2

1

西鉄
大牟
田
線
大牟
田▼

お申込み・お問合せ：久留米シティプラザ総務課 ☎ 0942-36-3081

広報くるめ ドリームスFM

「久留米シティプラザインフォメーション」
毎週火曜13：40〜

交差点

小頭町公園

（4時間以上12時間以内800円、12時間以降は1時間ごとに100円）

大牟田▼

申込書を郵送、またはファックスにてお送りください。電子申請も受付けています。
申込書は市内公共施設に設置、また市のホームページからもダウンロードできます。

六 ツ門

久留米シティプラザ
昭和通
り

三本松公園

国道
209
号線

※先着5,000名、個人の方に限らせていただきます

久留米シティプラザ地下駐車場
114台 6:00〜24：00
最初の1時間は200円、以降30分ごとに100円

差点

久留米
商工会議所

西鉄
久留
米駅

久留米シティプラザ
応援プロジェクト

鹿児島本線

※施設の保守点検を行なうため、臨時休館日を設けることがあります。

HP kurumecityplaza.jp
■

久留米
市役所

本町 交

九州新幹線

☎0942-36-3000（代表）
0942-36-3087
住所：〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1
 plaza@city.kurume.fukuoka.jp
休館日：12月29日〜1月3日

久留米 I.C▶

▲福
岡

久留米シティプラザ2階総合受付
10：00〜19：00（年末年始休業）

久留米シティプラザ

1〜5

くるめ楽衆国まつり会場

国道3号線

窓口で購入

お申込み・お問合せ

JR久留米駅

i

印のついた

▲博多

CP

〈交通規制のお知らせ〉4/29㊐・㊗8:00〜17:00は明治通りの一部が車両通行止
めとなり、
バスも迂回します。
久留米シティプラザ駐車場は南側からご利用ください。

