
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２年２月から７月までの公演予定は次のとおりです。 　　　　　　　　1月24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 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

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 梅（自由席）４，０００円 092-720-8717  ＫＢＣチケットセンター

24 月・振 14：00～16：00 観世
ＷＡＫＡＴＥ能楽隊公演
ふれあい能

能「巻絹」、狂言「昆布売」、他
全席指定（椅子席）

３，５００円
092-715-2155 大濠公園能楽堂

1 日 11：00～15：30 日本舞踊 無　料 092-716-8536  吉楽会

第一部
12：00～14：15

能「井筒」、狂言「蚊相撲」、仕舞 Ｓ席１１，０００円

第ニ部
15：00～17：15

能「養老」、狂言「長光」、仕舞 Ｓ席１０，０００円

昼の部
開演12：00

夜の部
開演16：00

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 ３，０００円 092-771-5783 福岡舞鶴ライオンズクラブ

26 木 開演18：00 芝居（剣舞） 指定席６，０００円 092-732-8858  CARAVAN

28 土 14：30～16：00 神話の神々の踊り唄
全席自由席 /大人

3,500円　小人1,000円
080-3891-1469 心音天舞後援会事務局

hktcity.omoyai@gmail.com
福岡博多シティライオンズクラブ事務局

19 日 12：00～15：30 津軽、長唄、端唄、民謡 ５，０００円 090-6892-2287 西峯輔

29 水・祝 10：00～16：30 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 日・祝 10：00～17：00 観世 嘯諷会　春の会 素謡、仕舞、舞囃子　他 無料 092-851-8504  嘯諷会

6 水・振 13：30～16：00 日本舞踊 ５，０００円 090-3732-4996  鯉の会

10 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

16 土 13：00～17：00 観世 福岡観世会定期能
令和２年（第一回）

能、狂言、仕舞 ７，０００円 092-715-2155  大濠公園能楽堂

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

10：00～13：30
研修能「胡蝶」、　　　　　　　　　　社

中発表会/連吟、仕舞
無料

14：00～16：40 能「砧」、狂言 ９，０００円

21 日 12：30～16：00 大蔵 令和２年 福岡狂言の集い 狂言、小舞、小謡 無料 090-5922-8345 福岡大蔵会

27 土 10：30～17：00 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

28 日 10：30～16：30 観世 緑滄会 素謡、仕舞 無料 0948-853-6152 緑滄会

4 土 10：00～16：30 観世 白謡会・志行会　別会 素謡、仕舞、舞囃子　 無料 045-309-8445  白謡会

12 日 13：00～16：00 宝生 九州宝生会定期七夕能 能「放下僧」、狂言、仕舞、能楽講座 指定席５，０００円
4/15チケット発売開始

092-751-8257  九州宝生会事務局

４
月

12 日 13：30～15：30 第３回　おもやい寄席

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。

２
月

2 日

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

092-751-8257  エムアンドエム

吉楽会 第４回 勉強会

３
月

三遊亭圓歌　落語会

第２０回 花の会 最終公演 092-725-3846  花の会福岡事務局

10 火 伝統芸能　華の舞
能楽一調「鳥追舟」、歌舞伎舞踊
「吉原雀」「二人椀久」「連獅子」

昼の部・夜の部とも
全席指定

Ｓ席７，０００円

092-725-1170
「伝統芸能 華の舞」福岡公演事務局

8 日 観世

心音天舞
KOKONE AMAI in 能楽堂

演舞集団UTARI 第４回公演
時は今　天が下しる桔梗かな

092-711-8005  鷹の会

　※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）　　　　

４，０００円

　綴音
三味線弾き三人による演奏会

５
月

第３７回 国際文化交流　鯉の会

24 日 観世

７
月

６
月

緑鷹会演能会
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