
平成３０年８月から平成３１年１月までの公演予定は次のとおりです。 　　　　　　　　　7月29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

1 水 17：30～21：30 能、狂言＆「大濠花火大会」鑑賞Ａ席１１，０００円 092-715-2155  大濠公園能楽堂

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

11 土・祝14：00～17：00 観世 ＭＵＧＥＮ∞能 福岡公演 能「小袖曽我」　他 Ｓ席７，０００円 092-725-3846  花の会福岡事務局

12 日 9：30/13:30 和泉 夏休み１ＤＡＹ親子狂言 ワークショップ/　狂言鑑賞（無料）
要応募（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参

加者は一人1,000円　） 092-715-2155  大濠公園能楽堂

無料（要応募） 092-852-6666
応募締切り8/10まで      ＲＫＢラジオ「お話能舞台」係

第１９回 定例公演 全席自由席
　　　　　ほおずき能 　　5,000円（前売）

 「神埼 能に親しむ会」 1,000円
　　　　　　　　の事前講座 （チケット購入者無料）

今村嘉太郎の会 チケット持参の方無料

 　　　　　 「井筒」 の事前講 チケットない方1,000円

2 日 10：30～16：30 宝生 第４９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

9 日 10：00～15：30 端唄、民謡、津軽三味線、日本舞踊 ３，０００円 050-1023-4438  修永会事務局

14 金 19：00～21：00 夏季　狂言の会 狂言ファイルＮｏ.20 「旅」 椅子席８，６４０円

15 土 14：00～16：00 第22回 ふくおか「萬斎の会」 　　狂言「茶壺」「素襖落」「雷」 桟敷席６，４８０円

16 日 10：00～17：00 吟詠 1,500円プログラム付 092-711-5491  「西日本吟詠大会」事務局

17 月・祝 10：00～17：00 宝生 皓月会 能「芦刈」、素謡、仕舞、舞囃子　 無　料 072-672-5255  皓月会 

22 土 14：00～17：00 観世 今村嘉太郎の会　「井筒」 能「井筒」、舞囃子「山姥」 Ｓ席７，０００円 070-5416-2621  今村嘉太郎

23 日 13：00～ 日本舞踊 無　料 092-812-5676　寿菊会本部  

宝生流教授嘱託会九州支部
  　　　　　  ６０回記念大会

26 水 18：00～20：00 中島淳一 一人演劇「信長」、他 ５，０００円 092-262-3388  ㈱データマックス

30 日 10：00～16：30 オカリナコンサート 無　料 092-406-8402  ムーンライトオフィス

忠三郎狂言会
　　茂山良倫初舞台公演

7 日 12：00～16：00 日本舞踊 無　料 092-716-8536   博多新芽会

8 月・祝11：00～17：00 諸流 福岡県医師会文化祭 謡曲大会 素謡、仕舞 無　料 092-431-4564  福岡県医師会

11 木 18：30～21：00 観世 福岡・天神 薪能 会場：福岡シンフォニーホール 全席指定４，５００円 092-715-2155  大濠公園能楽堂

梅若会演能会 2018
四世 梅若実 襲名披露能

21 日 10：00～17：00 観世 平成３０年秋　松諷会 素謡、仕舞、舞囃子　他 無　料 092-524-1133  松諷会

28 日 10：00～17：00 梅若 緑鷹会舞囃子会 舞囃子、素謡、仕舞 無　料 092-711-8005　鷹の会

日本の神様と舞い踊ろう 092-753-6120  
　　　西日本新聞メディアラボ内 開催事務局

9 金 未定 日本舞踊 無　料 0774-39-8007  日本創作新舞踊協会

10 土 11：00～16：00 長唄 無料（要招待券） 090-3216-4340  長唄杵屋会

16 金 19：00～21：00 観世 ウィークエンド夜能 蝋燭能「清経」、狂言　他
指定席３，５００円

ペア指定席６，５００円 092-715-2155  大濠公園能楽堂

18 日 10：00～16：00 観世 今村蛟龍会 素謡、舞囃子、仕舞 無　料 092-841-4800  今村蛟龍会

23 金・祝 9：30～17：00 観世 木月靖謳会 素謡、仕舞 無　料 0948-22-2421  木月靖謳会

24 土 13：30～16：00 喜多 第５回 塩津能の會九州公演 能、狂言、舞囃子 有　料 03-3330-6803  塩津能の會事務局

25 日 10：00～17：00 吟詠 2,000円プログラム付 092-711-5491  「西日本吟詠大会」事務局

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

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

23 日・祝14：00～17：00 諸流 クリスマス能 能「花月」、狂言、舞囃子　他 有　料 092-715-2155  大濠公園能楽堂

11 金 19：00～21：00

12 土 14：00～16：00

20 日 13：00～16：30 宝生 九州宝生会定期 初春能 能、狂言、仕舞 有　料 092-751-8257  九州宝生会事務局

27 日 13：00～16：00 梅若 第３０回　鷹の会 能、舞囃子、仕舞 有　料 092-711-8005  鷹の会

朗読

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。

伝統芸能鑑賞へのお誘い 　　　　　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

８
月

能と花火を楽しもう！２０１８

第３３回 筑紫舞

25 土 14：00～16：00
ＲＫＢアナウンサー朗読会

                　 「お話能舞台」

26 日 13：00～17：00 諸流 092-715-2155  大濠公園能楽堂

31 金 19：00～20：00 観世 ０から「班女」を楽しもう 070-5400-8322  多久島法子

能「鵜飼」、狂言、舞囃子 他

第２０回 寿菊派若柳流一門会

９
月

1 土 14：00～15：30 観世

24 月・祝 9：00～16：45 宝生

070-5416-2621  今村嘉太郎

第１回 修永会  綴 -歌舞奏-

和泉 092-781-1267  ノマ企画

西日本吟詠　決選大会

能「井筒」の解説

能、素謡、仕舞、舞囃子 無　料 093-602-1532宝生流教授嘱託会九州支部

マックス プレミアムイベント

第４回グランジュテ発表コンサート

075-432-6655忠三郎狂言会事務局

博多新芽会 日本舞踊公演

14 日 13：00～15：30 梅若 翁、半能「石橋」、舞囃子　他 ＳＳ席１２，０００円

5 金 18：45～20：45 大蔵

092-751-8257  梅若友の会事務局

無料（要招待券）
～地域に根付く神楽と神舞～

第３回 日本創作舞踊 九州公演

長唄杵屋会演奏会

10
月

1１
月

3 土 13：30～16：00 神楽、神舞

西日本吟詠吟士権大会

狂言 ＳＳ席７，０００円

12
月

　※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。　

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

１
月

和泉 第３２回 ふくおか「万作の会」 狂言 有　料 092-781-1267  ノマ企画
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