
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。

令和元年１０月から令和２年３月までの公演予定は次のとおりです。 　　　　　　　　10月3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

5 土 13：30～16：00 筑前琵琶 前売２，０００円 092-474-2973 筑前琵琶保存会（青山）

6 日 14：00～16：00 大蔵 令和元年度 忠三郎狂言会
発足４０周年記念

狂言「無布施経」「靭猿」 ＳＳ席７，０００円 075-432-6655 忠三郎狂言会事務局

10 木 11：30～16：30 日本舞踊 無　料 092-566-2228 華企画（博多華の会）

13 日 13：00～16：30 観世 梅若会演能会２０１９ 能「景清」「天鼓」、狂言、仕舞 指定席１０，０００円 092-751-8257 梅若友の会事務局

14 月・祝 11：00～17：00 諸流
第６１回福岡県医師会文化祭
謡曲大会

素謡、仕舞、独吟、独調 無　料 092-431-4564 福岡県医師会

20 日 10：00～17：00 観世 令和元年 秋 松諷会 素謡、舞囃子、仕舞、独調　他 無　料 092-524-1133 坂口松諷会

27 日 10：30～17：00 観世 多久島嘯風会　秋の会 素謡、仕舞 無　料 092-851-8504 多久島嘯風会

1 金 12：30～17：00 日本舞踊 無　料 0774-39-8007 日本創作新舞踊協会

3 日 10：30～16：30 観世 緑鷹会 秋の会 能、舞囃子、素謡、仕舞 無　料 092-711-8005 鷹の会

4 月・祝 14：00～16：00 神楽、巫女舞、幸若舞、仕舞
無　料

（要招待券）
092-753-6120
西日本新聞メディアラボ内 開催事務局

10 日 11：00～17：00 筝・三絃
全席自由
２，０００円

090-3416-0572 河原

16 土 13：00～1時間程度 観世
12/8 今村兄弟会の
事前講座

能をもっと楽しむための事前講座 １，０００円（12/8のチケッ
トをご持参の方は無料）

070-5416-2621 今村嘉太郎後援会

17 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 土・祝 9：00～17：00 観世
福岡観曄会・木月靖謳会
合同会

素謡、舞囃子、仕舞 無　料 0948-22-2421 木月靖謳会

23 土・祝 18：00～1時間程度 観世
12/8 今村兄弟会の
事前講座

能をもっと楽しむための事前講座 １，０００円（12/8のチケッ
トをご持参の方は無料）

070-5416-2621 今村嘉太郎後援会

1 日 9：30～17：00 観世 青嵐大会 能２番、素謡、仕舞、舞囃子 無　料 092-737-8660 西依

7 土 13：00～17：00 観世 福岡観世会定期能
令和元年（第二回）

能「野宮」「車僧」、狂言、仕舞 自由席７，０００円 092-715-2155 大濠公園能楽堂

8 日 13：00～17：00 観世 今村兄弟会 能「熊野」「安達原」、狂言「佐渡狐」 Ｓ席１０，０００円 070-5416-2621  今村嘉太郎後援会

14 土 13：30～16：30 喜多 第６回 塩津能の會 九州公演 能「海人」、狂言「子盗人」、舞囃子
正面特別指定席

１０，０００円
03-3330-6803 塩津能の會事務局

15 日 10：00～16：00 吟詠 ２，０００円プログラム付 092-711-5491 「西日本吟詠大会」事務局

22 日 14：00～16：30 諸流
能楽協会九州支部 普及公演

クリスマス能
能「田村」、狂言「酢薑」、舞囃子　他

全席自由 一般３，５００円
ペアチケット６，０００円 092-715-2155 大濠公園能楽堂

第一部
開演11：00

狂言のおはなし、小舞「海老救川」、
狂言「佐渡狐」「魚説法」「附子」

椅子席８，８００円
桟敷席６，６００円

第ニ部
開演14：30

狂言「寝音曲」「鍋八撥」「茸」、
小舞「若松」

椅子席1４，３００円
桟敷席１１，０００円

19 日 13：00～17：00 宝生
令和２年九州宝生会定期
初春能

能「忠度」「百万」、狂言「蝸牛」、仕舞 指定席１０，０００円
※発売開始10月10日

092-751-8257 九州宝生会事務局

10：30～12：00 観世 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 観世 能楽入門講座２０２０ 解説、能「清経」、狂言「因幡堂」 指定席２，５００円
※発売開始10月5日

16 日 9：00～17：00 喜多
福岡県喜多琉 教授・教士会
謡曲・仕舞大会

素謡、仕舞 無　料
092-843-2068
福岡県喜多琉 教授・教士会

23 日 14：00～16：00 和泉
古今狂言会２０２０
福岡公演

古典狂言、新作狂言 松（指定席）６，０００円
※発売開始10月18日 092-720-8717  ＫＢＣチケットセンター

1 日 9：00～17：00 日本舞踊 無　料 092-716-8536  吉楽会

第一部
開演12：00

能「井筒」、狂言「蚊相撲」 有　料

第ニ部
開演15：00

能「養老」、狂言「長光」 有　料

13 金 18：30～20：00 和泉
狂言師 野村万禄による
第４回 「はじめての狂言」

袴狂言、本狂言、解説 有　料 092-771-5783 福岡舞鶴ライオンズクラブ

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

10
月

筑前琵琶保存会 第５５回 演奏会
紅白源平琵琶合戦

第４回 博多華の会 特別公演
華の舞

11
月

第４回日本創作舞踊 九州公演

日本の神様と舞い踊ろう

筝曲鶯絃会 箏・三絃演奏会

３月

12
月

西日本吟詠 吟士権大会

1
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。　

花柳流 日本舞踊 勉強会

8 日 観世 第２０回 花の会 092-725-3846  花の会福岡事務局

２
月

2 日 092-751-8257  エムアンドエム

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

12 日 和泉
第３３回ふくおか「万作の会」
初笑い新春狂言

092-781-1267  ノマ企画
（チケット一般発売開始10月５日）


