
        平成２８年 ７月 １日現在

月 日 曜日 公 演 時 間 派 公　　演　　名  内 　　　容 入場料等 お 問 合 せ

3 日 10：30～16：00 藤間、花柳、坂東、吾妻、若柳の各流
派による日本舞踊 3,000円 092-821-1728　藤間國勢

10 日 14：00～16：10 宝生 九州宝生会定期　葵能　 能「石橋」・仕舞・狂言 指定席5,000円 092-751-8257　エムアンドエム

16 土 14：30～17：00 和泉 萬狂言福岡公演 狂言「棒縛」「無布施教」「弓矢太郎」 正面松席9,000円 03-6914-0322　萬狂言

17 日 9：30～17：00 福岡地区予選　2回目 無　料 092-711-5491　大会事務局

22 金 19：00～21：00 椅子席　8,640円 083-246-6266

23 土 14：00～16：00 桟敷席　6,480円      　　　　　　　　　ふくおか「萬斎の会」事務局

12：30～16：00 筑紫舞 4,000円 092-291-3578　 ふくや

19:00～21：00 大相撲を熱く語るプレミアムな相
撲ナイト

座席指定4,500円 092-732-1688　　スリーオクロック

31 日 未定 トークショー 4,000円 03-5571-2751ＴＢＳラジオ＆コミュニケ―ションズ

1 月 17：30～21：00 観世
大濠公園能楽堂開館３０周年記念　

「能と花火を楽しもう2016」
能「杜若」、狂言　　 （全席完売） 092-715-2155　大濠公園能楽堂

6 土 14：30～16：30 RKBアナウンサーによる朗読会 無料・要整理券 092-852-6666　RKBラジオ

7 日  9：00～17：30 金春 九州櫻間會同門会 素謡・連吟・仕舞・舞囃子・独調 無　料 03-3239-4407　九州櫻間會

20 土 12：00～16：00 大蔵 第７回草ケ江こども狂言会 小謡・小舞・狂言 無　料 092-741-7998　こども狂言教室

24 水 9：00～19：30 幸
幸流第18世宗家幸正悟3回忌追善　　 

    幸流小鼓　全国大会
一調・連調・独調・舞囃子 無　料 092-715-2155　大濠公園能楽堂

午前の部　　　　　　　

　　10：30～12：
大濠公園能楽堂開館３０周年記念

午後の部　　　　　　　

　　14：00～15： 親子招待ワクワク能楽鑑賞会

28 日 13：00～17：00 諸流 第17回　ほおずき能 能「蘆刈」、狂言、仕舞、舞囃子 5,000円 092-715-2155　 大濠公園能楽堂

3 土 14：30～16：45 観世 能のカタチ　「葵上」 能「葵上」、舞囃子「高砂」、狂言 前売全席自由5,000円 070-5416-2621　今村嘉太郎

4 日 9：00～16：30 宝生 福岡宝友会親睦謡会 素謡・仕舞 無　料 093-602-1532　　宝友会

9 金 19：00～21：00

10 土 13：00～15：00

11 日 未定 長唄 有　料 092-715-2155　 大濠公園能楽堂

18 日 9：30～17：30 喜多 幸扇会　秋の会 素謡・連吟・仕舞 無　料 092-771-6271　　幸扇会

19 月・祝 19：00～

20 火 19：00～ 指定（椅子）5,000円

21 水 19：00～ 自由（桟敷）4,500円 092-732-1688　スリーオクロック

13：00～

17：00～

25 日 12：00～16：00 観世 九州山本会 能・狂言・仕舞 6,000円 092-504-2664　 山本会(今村）

30 金 19：00～21：00 恒例のジャズの演奏会 全席自由３０００円 092-751-8257　エムアンドエム

7 金 18：45～20：45 大蔵 忠三郎狂言会 狂言「萩大名」「鳴子遺子」ほか SS指定7,000円 075-432-6655　狂言会事務局

9 日 12：30～16：30 梅若 梅若会演能会2016 能「巻絹」「山姥」・仕舞・狂言 指定席10,000円 092-751-8257　　エムアンドエム

10 月・祝 10：00～17：00 諸流 福岡県医師会謡曲大会 素謡・仕舞 無　料 092-431-4564　福岡県医師会

16 日 10：00～17：00 観世 松諷会　秋の会 素謡・仕舞・舞囃子 無　料  092-524-1133　松諷会

30 土 10：00～17：00 梅若 緑鷹会舞囃子会 素謡・仕舞・舞囃子 無　料 092-741-4705   緑鷹会

3 木.・祝 13：00～15：00 九州各地の神楽・神舞 無料（要招待券） 092-753-6120   日本伝統文化塾事務局

4 金

5 土

6 日 12：00～16：30 日本舞踊 無　料 092-812-5676　一門会

11 金 19：00～21：00 観世 ウィークエンド夜能  「巴」 解説・ろうそく能「巴」・狂言 前売指定3,500円 092-715-2155　大濠公園能楽堂

12 土 14：00～17：00 喜多. 第３回　塩津能の會 能「春日龍神」・舞囃子「海人」 正面指定７,000円 03-3339-8993  塩津哲生

13 日 13：00～17：00 観世. 観世流福岡能 能、狂言、仕舞 前売全席自由5,000円 092-715-2155　大濠公園能楽堂

19 土  13：30～16：30 筑前琵琶演奏 無　料 092-552-6309　筑前琵琶福岡旭会

20 日 9：30～16：30 観世 今村蛟龍会　秋の会 素謡・仕舞・舞囃子 無　料 092-841-4800　蛟龍会

3 土 13：00～17：00 観世 福岡観世会定期能 能「楊貴妃」「殺傷石」、仕舞・狂言 自由席7,000円 092-715-2155　大濠公園能楽堂

4 日 15：00～17：00 バンドコンサート 無　料（要招待券） 0120-444-471　ライブコンサート実行委員会

11 日 9：00～17：00 観世 青嵐大会 素謡・仕舞・舞囃子 無　料 093-391-7231　九州河村青嵐会

17 土 13：00～16：30 観世 第４回　坂口貴信の會 能「弱法師」「鉄輪」狂言、仕舞 S席12,000円 092-725-3846　花の会福岡事務局

23 金・祝 14：00～17：00 諸流 能楽協会九州支部　クリスマス能 能「巻絹」、狂言、舞囃子、仕舞 3,000円 092-715-2155　大濠公園能楽堂

28 水 14：00～16：00 宝生 子ども能楽教室発表公演 素謡・舞囃子・仕舞 無　料 092-715-2155　大濠公園能楽堂

大濠公園能楽堂 で👈検索してください。

伝統芸能鑑賞へのお誘い おかげさまで３０周年

大濠公園能楽堂
　大濠公園能楽堂　公演案内 　　　　　　　　                      〒810-0051

                                   福岡市中央区大濠公園１-５

大濠公園能楽堂は能楽や邦楽など、我が国の伝統的な古典芸能の殿堂として、

木々の緑も美しい大濠公園の一角にございます。

室町時代から数百年間受け継がれてきた古典芸能は、日本の伝統的な文化を
伝えるとともに、あわただしい現代人の心に潤いを与えることでしょう。
無料公演もございますので、初心者の方もお気軽にご来館ください。

平成２８年７月から12月までの公演予定は次のとおりです。

７
月 和泉

　　「夏季・狂言の会」　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　　ふくおか「萬斎の会」

狂言「蝸牛」　　「狸腹鼓」　　　　　　　
　　　舞囃子「安宅」

30 土
第31回　筑紫舞

デーモン閣下のはっけよい３百年

第９回西日本名流会

西日本吟詠福岡地区大会

東京ポッド許可局公演

無料招待　　　　　　
（要招待券）

092-715-2155 　大濠公園能楽堂

大濠十六夜フェスティバル　　　　　　　
～RYORAN～

能・日本舞踊・長唄・和楽器演奏 S席6,000円 092-751-8257　　エムアンドエム

ｍｕｒｏ式．９．５　「答え」
出演：構成・演出：ムロツヨシ　　　
　脚本：福田雄一

８
月

RKBアナウンサー朗読会　お話能舞台

27 土 宝生
　　　能「羽衣」・狂言「柿山伏」　　　
　　　　　・仕舞「船弁慶」 　　　　　　　
　 　　　  　　 (能は字幕解説付き）

22 木・祝

９
月

能楽堂deジャズナイトVol.4

杵屋会

１０
月

１１
月

日本の神様と舞い踊ろう

10：00～17：00 西日本きもの文化ショー

　　☎０９２（７１５）２１５５　（９時～１７時　月曜日休館、月曜が休日の場合は翌日）　　　　

能楽堂ホームページから、ご自分で座席を確認しながら、チケットのお申し込みができます。

きもの文化ショー 無　料（招待券）
0942-41-4110　　　　　　　　　       　　　　 　　  
     日本着物文化振興会九州支部

第18回寿菊派若柳流一門会

　※ 公演日時、内容、入場料等は変更になる場合がございます。何卒ご了承ください。

  　  なお、チケットも各種取り扱っています。大濠公園能楽堂までお問い合わせください。　

第63回　筑前琵琶鑑賞会

１２
月

　　二刻パラノイア大濠公園能楽堂　　　　　
　ワンマンライブ


