
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

しょう。

２０１９年２月から７月までの公演予定は次のとおりです。 　　　　　　　　1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

10：30～12：00 能楽体験講座 ワークショップ 一般3,500円（能楽入門講

座の入場料含む）

13：30～15：30 能楽入門講座２０１９ 解説、能「猩々」、狂言「樋の酒」 指定席２，５００円

11 月・祝10：30～16：00
和の心を学ぶ講話、能楽、雅楽、
神楽、三味線、尺八　他

３，０００円
１８歳以下無料

wanokokoro2019211@gmail.com
（担当ハムラ）

23 土 14：00～16：00 和泉 古今狂言会 古典狂言、新作狂言 梅席４，０００円 092-720-8717  ＫＢＣチケットセンター

2 土 13：30～15：30 大蔵 茂山忠三郎 春の狂言会 狂言「蝸牛」「以呂波」「因幡堂」 ５，０００円 090-9471-6643 国際ソロプチミスト福岡

16 土 14：00～16：00 尺八、尺八アンサンブル 全席指定２，０００円 info@eizantakikita.com（瀧北）

（第一部）
12：00～14：20

第１９回 花の会 能「卒都婆小町」、狂言「伊文字」 Ｓ席１１，０００円

（第二部）
15：00～17：40

　～観世元伯を偲んで～ 能「求塚」、狂言「水汲」 Ｓ席１０，０００円

6 土 13：30～15：30 桃月庵白酒 落語会 ３，５００円
hktcity.omoyai@gmail.com
福岡博多シティライオンズクラブ

14 日 17：30～20：00 コンサート 有　料 092-292-6918 シー・ディー・ワイ

28 日 10：00～17：00 金春 九州櫻間會同門会 素謡、仕舞、舞囃子、独吟　他 無　料 03-3239-4407 九州櫻間會

29 月・祝10：00～17：00 喜多 九州哲門会 素謡、仕舞、舞囃子、独吟　他 無　料 03-3330-6803 塩津哲生後援会

3 金・祝10：00～17：00 観世 嘯風会　春の会 素謡、仕舞、舞囃子、独吟　他 無　料 092-851-8504 嘯風会

5 日 13：30～16：30 日本舞踊 ５，０００円 090-3732-4996 鯉の会

12 日 10：00～17：00 観世 初陽会 素謡、仕舞、舞囃子　他 無　料 092-881-5115 初陽会

18 土 13：00～17：00 観世 福岡観世会定期能 能２番、狂言、仕舞 有　料 092-715-2155 大濠公園能楽堂

19 日 10：30～17：00 宝生 芝宝会  九州大会 素謡、仕舞、舞囃子　他 無　料 093-602-1532 芝宝会

24 金 18：30～20：00 和泉
 狂言師　野村万禄による
第３回　「はじめての狂言」

袴狂言「仏師」、本狂言「樋の酒」
解説

３，０００円　 092-771-5783 福岡舞鶴ライオンズクラブ

26 日 13：00～17：00 観世 緑鷹会演能会 能、狂言、舞囃子、仕舞 有　料 092-711-8005 鷹の会

2 日 10：00～18：00 吟詠 無　料 092-711-5491 「西日本吟詠大会」事務局

16 日 11：30～16：30 大蔵 福岡狂言の集い 狂言、小舞 無　料 090-5922-8345 福岡大蔵会

22 土 12：30～16：30 宝生 喜宝会 九州大会 素謡、仕舞、舞囃子 無　料 0942-82-5344 九州喜宝会

23 日 10：00～17：00 観世 緑滄会 素謡、仕舞、舞囃子 無　料 048-853-6152 緑滄会

29 土 9：00～19：00
森本司郎２３回忌追善

森本松涛会 （第１日目）
能、番囃子、舞囃子

30 日 9：00～19：00
森本司郎２３回忌追善

森本松涛会 （第２日目）
能、番囃子、舞囃子

6 土 14：30～17：00 和泉 萬狂言 福岡公演 狂言 有　料 03-6914-0322 萬狂言

7 日 10：00～17：00 吟詠 無　料 092-711-5491 「西日本吟詠大会」事務局

14 日 14：00～16：30 宝生 九州宝生会定期 七夕能 能、狂言、舞囃子、仕舞 有　料 092-751-8257 九州宝生会事務局

21 日 10：00～17：00 吟詠 無　料 092-711-5491 「西日本吟詠大会」事務局

26 金 19：00～21：00 夏季　狂言の会 狂言ファイル№21

27 土 14：00～16：00 第２３回 ふくおか「萬斎の会」 狂言

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

092-725-3846 花の会福岡事務局

２
月

3 日 観世 092-751-8257  エムアンドエム

『日本の伝統を守る会』２０１９
日本の美、和の心

３
月

第１回　瀧北榮山　尺八リサイタル

31 日 観世

４
月

第２回　おもやい寄席

水木・堀江の特撮・アニソン祭（仮称）

５
月

６
月

西日本吟詠 予選大会①

観世

第３６回 国際文化交流
鯉の会

7
月

和泉 有　料 092-781-1267 ノマ企画

西日本吟詠 予選大会②

西日本吟詠 予選大会③

無　料 092-711-8888 森本松涛会

　※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。　

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