
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

ぜひ一度、能楽堂にお越しください。お待ちしております。

6月30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

8 土 14：30～17：00 和泉 萬狂言福岡公演 6世万之丞襲名披露「三番叟」他 正面松11,000円 03-6914-0322　萬狂言

9 日 13：00～16：00 宝生 九州宝生会定期　葵能　 能「歌占」・狂言「歌争」・舞囃子他 指定席5,000円 092-751-8257　エムアンドエム

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

22 土 12：30～16：00 大蔵 第8回 こども狂言会 小謡・小舞・狂言 無　料 092-741-7998　こども狂言教室

23 日 14：00～ 出演：東京ポッド許可局メンバー 全席指定4,000円 03-5570-5151ＴＢＳラジオイベントダイヤル

29 土 椅子席　8,640円 083-246-6266

30 日 桟敷席　6,480円 ふくおか「萬斎の会」事務局 

1 火 17：30～21：30 観世 能と花火を楽しもう！2017
能「花月」・狂言「伯母ヶ酒」
・仕舞「山姥」

A指定席11,000円 092-715-2155 大濠公園能楽堂

5 土 12：30～15：30 筑紫舞 4,000円 092-291-3578　　ふくや

11 金 14：00～16：50 観世 2017　MUGEN　∞能 能「天鼓」舞囃子「歌占」狂言他 S指定7,000円 092-725-3846　花の会福岡事務局

27 日 13：00～16：40 諸流 第18回　ほおずき能 能「小鍛冶」・狂言、舞囃子他 全席自由5000円 092-715-2155 大濠公園能楽堂

3 日 9：00～17：00 宝生 第48回福岡宝友会親睦謡会 素謡・仕舞・連吟 無　料 093-602-1532　福岡宝友会

12 火 18：30～ アコースティックライブ 全席自由5,000円 092-726-3633　㈱つくす

16 土 13：00～16：00 観世 今村嘉太郎　「望　月」 能「望月」狂言「萩大名」ほか S席10,000円 070-5416-2621今村嘉太郎

22 金 19：00～21：00 博多オールスターズビッグバンド 全席自由3,000円 092-751-8257　エムアンドエム

24 日 10時と14時の2回 宝生 親子招待ワクワク能楽鑑賞会 能「黒塚」（字幕）、狂言、仕舞 招待（申込・抽選） 092-715-2155 大濠公園能楽堂

6 金 18：45～20：45 大蔵 忠三郎狂言会 「末広かり」「魚説経」「花子」 ＳＳ指定7,000円 075‐432-6655　忠三郎狂言会事務局

8 日 13：00～16：00 梅若 梅若会演能会　2017 能「花月」「葵上」・狂言「昆布売」 指定席10,000円 092-751-8257　梅若六郎玄祥友の会

15 日 10：00～16：00 観世 平成29年　秋　松諷会 素謡・仕舞・舞囃子 無　料 092-524-1133　松諷会

29 日 9：00～18：00 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 金・祝 13：00～15：00 神楽 無料（要招待券） 092-753-6120  事務局

4 土 13：30～16：30 喜多. 第４回　塩津能の會 能、舞囃子 有　料 03-3339-8993　 塩津能の會

11 土  12：30～16：30 筑前琵琶演奏 有　料 092-552-6309　筑前琵琶福岡旭会

12 日 12：00～17：00 観世. 観世流福岡能 能、舞囃子 有　料 092-715-2155大濠公園能楽堂

15 水 10：00～18：00 諸流 一の会大会 素囃子・舞囃子 無　料 0942-31-4808　飯田清一

19 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

23 木・祝 10:0～17：00 観世 木月靖謳会 素謡・仕舞 無　料 0948-22-2421　靖謳会

25 土 12：00～16：00 日本舞踊 無　料 092-812-5676　一門会

26 日 10：00～16：00 吟詠最終決戦大会 2,000円 092-711-5491　大会事務局

2 土 13：00～17：00 観世 福岡観世会定期能 能、狂言、仕舞 自由席7,000円 092-715-2155大濠公園能楽堂

10 日 9：30～17：30 観世 青嵐大会 能3番、素謡・仕舞・舞囃子 無　料 093-391-7231九州河村青嵐会

第１部12：00～ 能「熊野」・狂言「八句連歌」 S席　11,000円

第２部15：00～ 能「野守」・狂言「痩松」 S席　10,000円

23 土 14：00～17：00 諸流  クリスマス能 能「殺生石」、狂言、舞囃子他 3,５00円 092-715-2155大濠公園能楽堂

  　  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。　

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

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。大濠公園能楽堂👈で検索して下さい。

１１
月

日本の神様と舞い踊ろう

第53回筑前琵琶定期演奏会

第1９回寿菊派若柳流一門会

西日本吟詠吟士権大会

　※ 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。

092-725-3846 　花の会福岡事務局

狂言ファイル「名」　　　　　　　　狂言
「呂蓮」「文蔵」「伊文字」

８
月

第32回　筑紫舞

９
月

”DEEN"アコースティックコンサート2017

１０
月

12月

7
月

西日本吟詠福岡地区大会

東京ポッド許可局2017ジャパンツアー

14：00～16：00 和泉
2017夏季　狂言の会
ふくおか「萬斎の会」

第１８回　花の会観世日17

能楽堂deボサノバナイト

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
伝えるとともに慌ただしい現代人の心に潤いを与えてくれることで

下さい。また、能楽以外の公演もございます。こういう機会に

平成２９年　7月から12月までの公演予定は次のとおりです。

大濠公園能楽堂 公演ご案内 大濠公園能楽堂
日本の伝統芸能へのいざない 　　　　　　　　    　 〒810-0051

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


