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五感で楽しむコミネスの秋

【むじな菊】Mujinagiku
小菊の花びらを八重の菊花の形に細かく敷き詰めた文様です。
むじな ( 穴熊 ) の毛並みに似ていることからこの名がつきました。

CRAZY KEN BAND TOUR 2018
GOING TO A GO-GO

10/27土　17:00開演（16：30開場）　[大ホール]

2001年のデビュー後、1stシングル「PIECES OF A DREAM」が16週連続オ
リコンチャートTOP10入りを果たすという日本音楽史上で歴史的なミリオンヒッ
トを記録。更に1stアルバム「The Way We Are」は300万枚以上をセールスし
モンスターヒットを樹立した国内男性ヴォーカルデュオの代名詞 CHEMISTRY
が、この秋、コミネスに登場します!!東北で３ヶ所のみのプラチナステージとなる
今回のツアーは必聴です。秋の夜長、コミネスの大ホールに柔らかく響き溶け合
う二人の『音楽的化学反応』にご期待ください！

今年デビュー20周年を迎えたクレイジーケンバンド。記念アルバム『GOING 
TO A GO-GO』をリリースし、全国ツアーが決定しました。CKBならではの、色
とりどりの「愛」と、ソウル・ファンク・ジャズ・ボッサ・レゲエ・ガレーヂ・和モノ・
亜モノ・モンド.etcの、ボーダレスなサウンドで満ち溢れています。今回のツアー
では、日本テレビ系列「ぶらり途中下車の旅」エンディングテーマ曲“そうるとれ
いん”やNHK「みんなのうた」の“山鳩ワルツ”のほか、NHK「あさイチ」金曜エン
タメのテーマ曲”オハヨウゴザイマス“など、耳なじみのある曲も登場予定。 県内
随一のお洒落な大人達の社交場、CKBのコンサートにどうぞご期待下さい。

10/28日　17:00開演（16：30開場）　[大ホール]

全席指定　前売り 6,900円　チケット好評発売中！
チケット取扱い　コミネス　　　　　窓口でのみ取扱い

チケットぴあ　　　tel.0570-02-9999（Pコード：120-149）
ローソンチケット　tel.0570-084-002（Lコード：22749）
イープラス　　　 【URL】http://eplus.jp
チケットGIP　　 【URL】http://www.gip-web.co.jp

全席指定 前売り 7,800円※コミネス友の会会員は7,500円にて提供（2枚まで）
チケット取扱い　コミネス　　　　　窓口およびHPネット予約

チケットぴあ　　　tel.0570-02-9999（Pコード：123-067)
ローソンチケット　tel.0570-084-002（Lコード：22893）
イープラス　　　 【URL】http://eplus.jp
チケットGIP　　 【URL】http://www.gip-web.co.jp

10/27土、28日は白河小峰城公園にて「白河戊辰ラーメン合戦」が、10/28日には白河駅前で「まるごと白河2018」が開催されます。コンサートと合せてお楽しみください。

9/1土
より

一般販売
開始



FUKUSHIMA TAP PROJECT～白河～  

【演目】
能のお話し 
連吟「四

し

海
かい

波
なみ

」　白河櫻謡会、白河白謡会
仕舞「重

おも

荷
に

」　　梅若実（人間国宝）
能「安

あ

達
だちが

原
はら

」　 里女　松山隆之
　　　　　　　 鬼女　松山隆雄

安達原の地を訪ねる

演奏曲

全席指定 S席4,500円、A席3,500円
（友の会各席500円引き）発売中

座.高円寺1公演より　宮内勝　撮影

公演当日は会場内にスタンドカフェを設け、飲
み物をお楽しみいただけます。詳細は次号でお
知らせいたします。

「東京ブギウギ」 （昭和22年） 笠置 シヅ子
「高原列車は行く」 （昭和29年） 岡本 敦郎
「知床旅情」 （昭和35年） 森繁 久彌
「恋のバカンス」 （昭和38年） ザ・ピーナッツ
「東京五輪音頭」 （昭和38年） 三波 春夫
「夜明けのスキャット」 （昭和44年） 由紀 さおり
「新宿の女」 （昭和44年） 藤 圭子
「また逢う日まで」 （昭和46年） 尾崎 紀世彦
「ジョニィへの伝言」 （昭和48年） ペドロ&カプリシャス
「渚のシンドバット」 （昭和52年） ピンク・レディー
「聖母たちのララバイ」 （昭和57年） 岩崎 宏美
「愛燦々」 （昭和61年） 美空 ひばり　ほか

9/24月㉁
13:30開演（13:00開場）［大ホール］
発売中
全席指定　S席：4,000円　
　　　　　A席：3,000円　  
　　　　　 U24：2,000円
※友の会はU24を除き500円引き（お一人2枚まで）

8/5に開催された「しらかわ魂2018」ア
ウトリーチライヴで白河TAPのスタート
を切りました。今回出演したのは、郡
山出身のタップダンサー中山貴踏さん、
いわきを拠点とする十中八九トラン
ペットの小泉隆さん、會津TAP事業のメ
ンバーtap blanc aizuの皆さん。そし
て10/6のコミネス公演では白河での中
山さんのワークショップに参加した新
しいメンバーも出演します。はまなか
あいづ、福島各地の人々のリズムが繋
がり、白河からもTAPの輪が広がろうと
しています。言葉を放つように足を踏
み鳴らすリズムタップの魅力をぜひ体
感ください。

SENDAI座☆プロジェクト10周年記念ツアー

十二人の怒れる男

ヤノシュ・オレイニチャク

地域の映像と巡る「昭和歌謡コンサート」

ワンコインライヴ　
タップダンス コミネス公演

10/21日　14:00開演（開場13:30)［大ホール］
全席指定　S席4,000円、A席3,500円（友の会各席500円引き）発売中

　［指揮］清水史広　［ゲスト］貝山幸子（シャンソン歌手）
　［出演］オーディションで選ばれたプロの声楽アンサンブル
　［ピアノ伴奏］堀内由起子　
　［共演］コミネス混声合唱団

10/6土　14:00開演（開場13:30)
［コミネス中庭 （雨天時小ホール）］
全席自由　500円　発売中
出演：中山貴踏（TAP）、御木惇史（ドラム）
　　　白河TAPワークショップ参加者

映画『戦場のピアニスト』の演奏者‼

コミネスがおくる伝統芸能の系譜を辿るシリーズ②
能「安達原」

［小ホール］（２回公演）
①9/22土　18:00開演（17:30開場）
②9/23日　14:00開演（13:30開場）

　今回上演される「安達原」（別名「黒塚」）は、陸奥の安達ケ原の黒塚にかつて、旅人

を喰らう恐ろしい鬼女が棲んでいたという鬼婆伝説が基となっています。舞台となってい

るのは現在の福島県二本松市。二本松市安達ヶ原の観世寺には、鬼が棲んでいたとされる

岩屋や、鬼婆が旅人を襲う際に使った出刃包丁などの遺品が現在も残されています。

　能「安達原」では、紀州熊野の僧「東
と う こ う ぼ う
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一行が安達ヶ原で女に宿を借り、部屋の秘密を見てしまうこ

とで鬼となった女に襲われることになりますが、観世寺を訪

ねてみると、残された様々な伝承からこの鬼婆伝説には前日

譚があることが分かります。

　鬼婆はもともと、京都の公家屋敷で乳母をしていた「岩手」

という名の女で、岩手は姫の病気を治したい一心から「妊婦

の生
い き ぎ も

胆を飲ませれば治る」という易者の言葉を信じ、陸奥へ

の旅に出たといいます。そこで辿りついたのが安達ヶ原の岩

屋であり、岩手はその岩屋に訪ねてきた若夫婦の妊婦を襲う

ことになります。出刃包丁で腹を裂き、妊婦の生き胆を取っ

た岩手。しかし、その時「生き別れた母を探していた」という

妊婦の言葉と手に持っていたお守り袋から、岩手は自分が殺

めてしまった女が昔別れた実の娘であることを知ります。そ

れから岩手は気が狂い鬼となってしまったのです。

　その後に鬼婆「岩手」は阿闍梨祐慶達によって祈り伏せら

れ、観世寺の近くの塚に埋葬されますが、鬼婆を埋めた「黒

塚」は現在も残され、平兼盛の句碑とともにその昔を物語っ

ています。松尾芭蕉、正岡子規、そして白河藩主松平定信公

らも訪ねた安達ヶ原の地。鬼婆の哀しい物語と鬼婆伝説は句

や能や歌舞伎、浄瑠璃、文学、ダンス、漫画、映像など様々

な形で伝えられてきました。ぜひこの機会に伝統芸能の能楽

で「安達原」の伝説に触れて頂けたらと思います。

中山 貴踏　　　　　　　　　　　　　　　　御木 惇史

「十二人の怒れる男」は、実の父親を殺害した容疑の少年に対する判決を
下す陪審員の物語。招集された１２人の陪審員が様々な立場の視点から議
論を交わす舞台劇です。論理的な思考で有罪を支持し続ける者、裁判に全
く関心がなく早い決着だけを望む者、容疑者の少年を偏見から強硬に有罪
だと主張する者、軽薄な性
格で何度も意見を変える者、
多種多様な人間が混在しな
がら議論を繰り広げていき
ます。一見間違いないと思
われた証言の矛盾をついて
いくことで、裁判が大きく覆
されていくドラマ。観客はい
つのまにか裁判の傍聴人の
ひとりとなります！

～世代を超えて愛されてきた昭和歌謡の名曲を
 懐かしい街並み、風景の写真映像とともにお届けします～

11/10土18:00開演（開場17:30）［大ホール］

安達ヶ原を詠んだ歌
「みちのくの 安達ヶ原の黒塚に 鬼こもれりと 聞くはまことか」　平　兼盛

「涼しさや 聞けば昔は 鬼の家」　正岡子規

「行く末は 安達ヶ原の 露の身も 国を守りの 鬼とならなん」　松平定信  

鬼婆が棲んだとされる岩屋

全席自由　発売中
一 般　　3,500円　
友の会　 3,200円　　
U24 　　2,000円



公演日：2019年 3/24日 14:30開演（14:00開場）［大ホール］
音楽監督・作曲：松下功　出演：福島フィルハーモニックオーケストラ、林英哲（和太鼓）、春風亭昇羊（語り）、題字：根本みき
白河戊辰戦争150周年記念事業の締めくくりとして来年3月24日、プロの演奏家や役者、ダンサーの方々と市民の皆さんが一つ

になる白河オリジナルの舞台「影向のボレロ」を計画しています。本作品は、地元白河にお馴染みの「白河盆踊り」や、戊辰

戦争最大の激戦地となった白河小峰城をめぐる攻防戦の様子などを盛り込みながら、歴史の狭間に生きた人々のドラマと当地

白河で脈々と受け継がれてきた「仁の心」を採り上げた内容となっています。影向のボレロを市民の皆さまと共に楽しみ成功

させるべく、舞台へご出演いただく方を広く募集いたします。記念の舞台作品を通じて、プロの方々と「歌い」「踊り」「演

じる」という貴重な体験ができる又とないチャンスです。この機会にぜひお申し込みください。

《 募 集 内 容 》 3つの部門で、参加者を募集します。
　　　　　　　　　　　12歳～70歳までの健康な男女で、脚本を自力で読み、自力で動ける方ならどなたでも参加可能です。
　　　　　　　　　　　※舞台上で、歌を歌ったりすることはございません。
　　　　　　　　　　　19～60歳までの健康な男性で、脚本を自力で読み、掛声などの簡単な台詞を声に出し、自力で動ける方。
　　　　　　　　　　　※演技経験の有無は問いません。　※舞台上で、歌を歌ったりすることはございません。
　　　　　　　　　　　13歳～18歳までの健康な男性で、体を動かすことが好きな方。
　　　　　　　　　　　※スポーツ経験者・演技経験者は優遇します。
　　　　　　　　　　　①平成31年3月24日（日）の本番及び、その前日に行なわれる公開ゲネプロに参加できる方。
　　　　　　　　　　　②各部門で設定される稽古に８割以上参加できる方。※稽古は、平日の夜間ないし、土・日・祝日の昼間
　　　　　　　　　　　　での設定を予定しています。10月から稽古開始予定です。
各部門指導者
⑴ 群衆・民衆役部門…中村明日香（多面体表現者・女優）
⑵ 兵士・侍役部門……十文字律子（しらかわ演劇塾代表・女優）、金澤　眞（俳優・演劇集団「独騎の会」「KMC」主宰・殺陣指導）
※詳細はコミネスまで、お問い合わせください。合唱・歌唱部門の一般公募は、次号以降に行ないます。
■応募締切　　9月30日（日）まで

「市民リクエストコーナー」の演奏曲が決定しました!
コミネス通信7月号で募集しました昭和歌謡コン
サート「市民リクエストコーナー」で演奏する歌謡
曲が決定しました。選曲には白河青年会議所の
皆さんにもご協力いただき、様々な思い出やエピ
ソードとともに寄せられた歌謡曲の中から厳選さ
せていただきました。

選ばれたリクエスト曲 

⑴ 群衆・民衆役部門

⑵ 兵士・侍役部門①

⑶ 兵士・侍役部門②

全部門の共通条件

高校生のためのクリエイティブ・ゼミ
森のお引越し 人々の想いとともに

コミネスで「見る」・「聞く」・「学ぶ」
コミネスでは、「みなさまが参加出来る舞台芸術文化活
動」を事業のひとつとして行っています。現在進めてい
る「コミネス舞台技術者養成講座」の第3回目では、仕
込み図をもとに機器の操作の実践を行いました。照明・
音響ともにより実践的な内容になってきましたが皆さん
真剣に取り組んでます。
「舞台制作者養成講座」では、第一線で活躍する講師を
迎え、各地で取り組まれている活動事例や体験談をお聞
きし、しらかわ地域で行う様々な事業へ応用できるか
意見交換を行なったり、地域づくりの参加意識が高ま
る講座です。定期的に講演会が行われますので是非ご
参加下さい。  

次回のコミネス舞台制作者養成講座
１０/１月 18:30～20:00 
演題「地域資源を活用した市民参加の舞台づくり」
～えずこホール成功事例から～
会場/コミネス 小ホール　参加料/無料

講師/水戸　雅彦
1956年宮城県生まれ。仙南芸術文化センター（えずこホール）館長。
住民参加型事業、アウトリーチ事業を中心に地域密着型の事業を積極的
に展開。2004年「えずこ芸術のまち創造事業」が内閣府から地域再生
計画の認定。2007年えずこホール財団法人が地域創造JAFRAアワー
ド（総務大臣賞）受賞

「蘇州夜曲」 （昭和15年） 渡辺 はま子
●この年の象徴的な言葉 「贅沢は敵だ！」、「隣組」、「敵性語」

「コーヒールンバ」 （昭和36年） 西田 佐知子
●この年のヒット映画 「荒野の七人」、「風と共に去りぬ」、「用心棒」

「ティファニーで朝食を」「ウエストサイド物語」「モスラ」

「上を向いて歩こう」（昭和36年） 坂本 九
●この年の流行語 「巨人・大鵬・卵焼き」、「東洋の魔女」

「現代っ子」、「地球は青かった」、「お呼びでない」

「喝采」 （昭和47年） ちあき なおみ
●この年開始のＴＶドラマ 「飛び出せ！青春」、「中学生日記」、「細うで繁盛記」

「太陽にほえろ！」、「必殺仕事人」、「大岡越前」

「私鉄沿線」 （昭和50年） 野口 五郎
●この年開始のＴＶアニメ 「フランダースの犬」、「一休さん」、「勇者ライディーン」

「日本昔ばなし」、「タイムボカン」、「ゲッターロボＧ」

「時代」 （昭和50年） 中島 みゆき
●この年の流行ファッション 「ぽっくり靴」、「トレンチ・コート」、「ウェスタン・シャツ」

「いい日旅立ち」 （昭和53年） 谷村 新司・山口 百恵
●この年のヒット商品 「赤いきつねうどん」、「ボンカレー・ゴールド」

「インベーダーゲーム」、「使い捨てカイロポカロン」

白河市民「第九」演奏会
文京区民オーケストラ 
白河市民合唱団  交流演奏会

地域の映像と巡る「昭和歌謡コンサート」

11/3土（祝）19:00開演（18:30開場）［大ホール］
要整理券　9月19日㈬より下記配布場所にて配布開始予定
配布場所　コミネス　白河市文化振興課　マイタウン白河ほか

『戦場のピアニ
スト』という映画
をご存じでしょ
うか。
２００２年、第７５
回アカデミー賞
主要三部門を受賞した名匠ロマン・
ポランスキー監督の名作です。舞台
は第二次世界大戦渦のポーランド。
破壊し尽くされる街と、虐殺される
人々。戦火のなかで生き抜くひとり
のピアニストの物語。ホロコースト
を扱った他の作品同様、暗く陰鬱な
場面が続く中でピアノの美しい旋律
が救いになっています。この映画の
全編に流れるショパンを中心とした
音楽と、主人公がドイツ人将校の前
で感動的なピアノ演奏を披露するク
ライマックス・シーンで、迫真の
「手」の演技を披露したのが、ヤノ
シュ・オレイニチャクです。

ポロネーズ　イ短調　作品40-1
ノクターン　嬰ハ短調「レント・コン・グラン・
                   エスプレッシオーネ」
プレリュード　ホ短調　作品28-4　ほか
都合により曲目が変更になる場合があります

〈演奏〉指　　揮　松下功　（東京芸術大学副学長）
　　　　ソリスト　橋本夏季（ソプラノ）　野間　愛（アルト）
　　　　　　　　　新海康仁（テノール）　黒田祐貴（バス）
　　　　管 弦 楽　文京区民オーケストラ＆白河地元有志
　　　　合　　唱　白河市民第九合唱団

〈曲目〉ワーグナー作曲　　ニュルンベルグのマイスタージンガー前奏曲　
　　　　ベートーベン作曲　交響曲第9番ニ短調作品125　合唱付き

【同時開催】

～世代を超えて愛されてきた昭和歌謡の名曲を
 懐かしい街並み、風景の写真映像とともにお届けします～

11/10土18:00開演（開場17:30）［大ホール］

beyond 2020 認証／平成30年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業 採択／白河戊辰戦争150周年記念事業

市民総参加型舞台 楽劇「　　　　　　 」出演者募集≪第一弾≫

様々な地域で行われている創造的な試みからクリエイティブな思考を学ぶ「クリエイティ

ブ・ゼミ」。7/27の第5回目では、広島県北東部の灰塚ダム建設工事と並行して行われた壮

大な計画「船をつくる話プロジェクト」が紹介されました。このプロジェクトは、200haの

森が沈み、20～30万本の木が伐採されるという灰塚ダム建設計画の話を聞いたPHスタジオ池

田修さんが考案した企画で、工事のために伐採された木から大きな船をつくって、山の上ま

で森（船）のお引越しをしようというものでした。想像しづらいかもしれませんが、ダムに

水が貯められる前につくった船を湛水実験（水を一番高い位置まで貯めること）で浮上させ

て山まで運び、最後に水位を下げて船を山のてっぺんに乗せようというのです。愛着のある

土地がすべて沈んでしまえば、これまでそこで暮らしてきた人々の生活の跡や様々な恵みを

与えてくれた自然がなくなってしまう。2006年、灰塚地域の自然と文化を未来に残したいと

いう想いが繋がり、船は山の上に不時着しました。ダムでまちが沈むという問題に向き合っ

た神話のようなアートプロジェクト。地域の問題に創造性を持って向き合う人々の姿に刺激

を受けるゼミとなりました。

次回のゼミの開催日は9月28日（金）17時から。白河市本町のコミュニティ・カフェEMANON

が会場です。高校生はもちろん、どなたでも受講できますので、お気軽にお越しください。

コミネスの特徴ともなる「舞台芸術の館」の機能を活かす事業として、クラブ員より提案の
あったコンサート企画を３つに絞り込み出演オファーなどの手続きを実践しています。今後
は公演内容、スケジュール、広報エリアなど話し合いながら決めていきます。
コミ♪カルクラブでは随時クラブ員を募集しています。是非、みなさまも仲間に入りませんか？

地域住民の方々と組織する
　vol。

2「コミネス♪カルチャークラブ」活動報告「コミネス♪カルチャークラブ」活動報告

全席自由　発売中
一 般　　3,500円　
友の会　 3,200円　　
U24 　　2,000円

第22回しらかわ音楽の祭典　第１部「市民音楽祭」
11月3日（土・祝）コミネス大ホール  9:00～16:30（予定）

　世界最高峰のショパン弾きが贈るプログラム
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　 　 …徒歩でお越しの場合

◎コミネス駐車場より徒歩６分
◎白河駅より徒歩5分

　　  … 車でお 越 し の 場 合

◎新白河駅より車で７分
◎白河中央スマートICより車で５分

お車でお越しの際はJR東北本線北側の
「コミネス駐車場」に駐車願います。

コミネスへの交通アクセス

10/ 　6 [ 土 ] FUKUSHIMA TAP PROJECT～白河～
①14:00　②全席自由500円　③コミネス中庭（雨天時小ホール） ④0248-23-5300

10/ 　7 [ 日 ]
白河太鼓フェスティバル
①13:00　②全席自由 一般2,000円(当日500円増し)、高校生1,000円、中学生500円、小学生以下無料(但し父兄
同伴)　③コミネス大ホール　④0248-23-3031

10/ 17 [ 水 ] 島津亜矢コンサート2018
①14:00　②全席指定 S席6,500円、A席5,500円（当日各席500円増し）　③コミネス大ホール　④022-222-4997

10/ 27 [ 土 ] CRAZY KEN BAND TOUR 2018 GOING TO A GO-GO 
①17:00　②全席指定 6,900円　③コミネス大ホール　④022-222-4997(G!P) 

10/ 28 [ 日 ] CHEMISTRY LIVE TOUR 2018-19“Gravity”
①17:00　②全席指定 7,800円　③コミネス大ホール　④0248-23-5300

11/ 10 [ 土 ] ヤノシュ オレイニチャク ピアノリサイタル
①18:00　②全席指定 S席4,500円、A席3,500円　③コミネス大ホール　④0248-23-5300

11/ 23 [金㈷] 福田こうへいコンサートツアー2018
①1回目13:00 ２回目17:30　②全席指定 S席6,500円、A席5,000円　③コミネス大ホール　④03-6426-5313

12/ 　9 [ 日 ] 明るい未来 元気に大きな輪 輝け唄の祭典
①9:30　②全席自由2,500円　③コミネス大ホール　④0248-52-2251

取り扱いチケット
①開催時間　②料金　③会場　④問い合わせ　※各催し物の詳細は④にお問い合わせください。

継続開催中 山葡萄作品展(～28日)
①11:00～15:00　②ギャラリー野の花(白河市巡り矢)　③無料　④菊池綿店　⑤0248-23-2662

高野弘司「絵画展」(～16日)
①9:00～17:00(最終日15:00、月休 月祝翌休)　②矢吹町ふるさとの森芸術村 ふるさとの館　③無料　
④矢吹町ふるさとの森芸術村　⑤0248-42-4506

特別企画展 戊辰戦争と白河(～10月8日)
①9:00～17:00(最終日16:30、月休 月祝翌休) ②白河集古苑　③大人320円、高校生以下無料　④白河集古苑
⑤0248-27-2310(歴史民族資料館)

１ [ 土 ] まほろん文化財講座
①縄文後期の土器と文化10:30～12:00　縄文晩期の土器～ふくしまの亀ヶ岡式　13:00～14:30　②まほろん　③参加無料　
④福島県文化財センター白河館　⑤0248-21-0700

「押し花絵」作品展(～13日) 
①10:00～17:00（最終日15:00）②緑川産業　③無料　④緑川産業 　⑤0248-22-3300

着物リメイク・小物展(～15日)
①10:00～18:00（月祝翌日）②コーヒーの店　④合歓(中山義秀記念文学館内)　③無料　④合歓　⑤0248-46-2928

２ [ 日 ] 第57回福島県芸術祭 未来につなごう、歴史と伝統芸能  ～文化の祭典inしらかわ～
①13:00　②コミネス　③500円　④福島県芸術文化団体連合会ほか　⑤0248-22-1111(内線2388)　　　　　　チ

８ [ 土 ] 風とロック芋煮会2018(～9日)
①9:45　②白河市しらさかの森スポーツ公園　③チケット1日券8,000円、2日通し券14,000円 芋野球観戦券1日観戦券
1,500円、2日観戦券3,000円※別途入場券　④風とロックほか　⑤022-222-9999(24時間自動音声案内) 

まだまだ知られていない戊辰戦争
①13:30～15:00　②マイタウン白河 中会議室2　③受講無料(定員30名、先着順)　④白河戊辰150周年記念実行委員会　
⑤0248-22-1111(内線2384)

第17回 しらかわ故郷マラソン
①スタート9:30　②白河市東の台運動公園　③見学無料　④しらかわ故郷マラソン実行委員会　⑤0248-34-2116

９ [ 日 ] 白河茶道連盟 月釜茶会
①9:30～15:00　②「蘿月庵」江戸千家福島不白会  白井宗節社中、②「松楽亭」表千家 添田宗恒社中　③1,200円　④白河
茶道連盟　⑤0248-22-1811(須釜)

第8回 白河市囲碁・将棋まつり
①10:00～17:00　②新白信ビル(白河市立石)　③参加無料　④白河市囲碁・将棋まつり実行委員会　⑤0248-22-1111(内線2388)

14 [ 金 ] 白河提灯まつり（～16日）

15 [ 土 ] 「布絵の会 れんげ草」作品展(～27日) 
①10:00～17:00（最終日15:00）　②緑川産業　③無料　④緑川産業　⑤0248-22-3300

ふくしま県女性「9条+24条」の会“つどい2018”in白河 「いま、平和のために考える戦争と憲法」
①13:30～15:55　②白河文化交流館コミネス　③一般1,000円、高校生以下無料(要整理券)　④同実行委員会　⑤0248-28-2108

16 [ 日 ] やぶき軽トラ市ミニコンサート
①10:00～11:00　②やぶき町 中町ポケットパーク　③入場無料　④福島県ミニコンサート実行委員会　⑤090-1496-7610
パッチワーク・手作りバッグ展(～30日)
①10:00～18:00（月祝翌日）　②コーヒーの店 合歓(中山義秀記念文学館内)　③無料　④合歓　⑤0248-46-2928

19 [ 水 ] 第94回カラオケ喫茶K歌謡発表会月例会
①11:00～17:00 　②カラオケ喫茶K　③2,000円　④カラオケ喫茶K　⑤0248-24-5000

22 [ 土 ] 白河戊辰150周年記念 直木賞作家「中村彰彦」講演会
①15:00　②白河市立図書館 多目的ホール　③入場無料(定員200名、要申込)　④中山義秀顕彰会　⑤0248-46-3614

十二人の怒れる男(～23日)
①22日18:00、23日14:00　②コミネス小ホール　③一般3,500円、コミネス友の会3,200円、U24 2,000円　チ
④SENDAIZA☆プロジェクト　⑤090-3006-1004

骨髄バンクチャリティー 新井英一 LIVE in白河
①6:30　②はくしんイベントホール(白河市旭町)　③3,500円　④新井英一 LIVE実行委員会　⑤090-2027-8837

23 [ 日 ] 白河中心市街地活性化事業 MINGLEミニコンサート
①16:00～17:00　②えきかふぇSHIRAKAWA　③入場無料　④福島県ミニコンサート実行委員会　⑤090-1496-7610

表郷かかしまつり(～24日)
①23日 第1部(講演会 定員50名)15:00、第2部(地酒交流会 定員30名)17:30、24日第3部(撮影会、交流会 30名)9:00　
②ホテル&コテージ関の里(白河市表郷)　③第1部 無料、第2部 3,000円、第3部 1,000円　④表郷ボランティアネットワーク　⑤080-5557-7072

26 [ 水 ] 立教志塾 9月定例研修会 演題「児童福祉の現場から」
①18:30～20:00　②白河市立図書館地域交流室　③無料　④立教志塾　⑤0248-23-1427

28 [ 金 ] 定期坐禅会
①6:30　②大統寺(白河市馬町)　③無料(要申込)　④大統寺　⑤0248-23-2723

29 [ 土 ] 東京大衆歌謡楽団コンサート～昭和初期の名曲を唄う～
①14:00　②棚倉町文化センター(倉美館)　③全席指定 一般2,000円（75歳以上25歳以下500円引き・当日300円増し)　チ
④倉美館運営協会　⑤0247-33-9610

30 [ 日 ] えがおクラブ発表&東汐璃歌謡ショー
①13:00～16:00　②コミネス小ホール　③全席自由3,000円　④東汐璃音楽事務所　⑤090-7335-4377　チ

しらかわ地域のイベント・公演情報 2018.9月
①開催時間　②会場　③料金　④主催　⑤問い合わせ　※各催し物の詳細は⑤にお問い合わせください。

チマークはコミネスで取り扱いのチケットです。

NPO法人カルチャーネットワークは、福島県の県南地域の文化振興を目的に、コミネスの管理・運営のほかにも様々な活動を行っております。
毎月1日に発行されるコミネス通信では、しらかわ地域を中心に皆様の活動やイベントを紹介！身近なイベント情報などカルチャーネットワーク
までお寄せください。 TEL・FAX　０２４８-２２-５２７１　E-mail：culture.network@flute.ocn.ne.jp

　表郷ボランティアネットワークは、
民間団体として平成１４年から活動
を開始、平成２２年からＮＰＯ法人と
なりました。現在は災害福祉・環境・
文化交流の３分野で動いています。昨
年に文化交流・地域おこしの一環とし
てＪＲバス白棚線沿線の情報誌「はく

ほ」を創刊、今年度は季刊誌として年４回発行する予定で
す。数量限定ですが各公共施設等に置かせていただいてま
すので、ご覧になって下さい。
　表記の「表郷かかしまつり」も文化交流事業の１つとし
て企画致しました。２３日にホテル＆コテージ白河関の里
で行われる白棚線に関する講演会と資料展示・写真講座、
２４日に表郷番沢バス停周辺のかかし撮影会をメインに、
地酒を酌み交わしながらの夜の交流会や地元食材をふんだ
んに使った昼のカレー会食など、白棚線と地域のさまざま
な魅力を味わえるイベ
ントです。２３日の講演
会と写真講座はどなたで
も入場できますので、ぜ
ひお越しください（交流
会と撮影会は事前申込み
が必要です）。

NPO法人カルチャーネットワーク

CultureNetwork
9月23日（日）・24日（月・祝）
表郷かかしまつり開催！

NPO 法人表郷ボランティアネットワーク

事務局長　藤
ふ じ た

田 敦
あ つ こ

子さん

近隣地域の公演情報 2018.9月
①開催時間　②会場　③料金　④主催　⑤問い合わせ　※各催し物の詳細は⑤にお問い合わせください。

５ [ 水 ] 平原綾香15th Anniversary CONCERT TOUR 2018 ～Dear Music～
①18:30　②黒磯文化会館　③全席指定6,800円　④黒磯文化会館　⑤0287-63-3219

９ [ 日 ] みんなで創る、もてぎミュージカル劇場
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール　③指定席1,500円 4歳～高校生800円　④那須野が原ハーモニーホール　
⑤0287-24-0880

14 [ 金 ] T-SQUARE& THE SQUARE Reunion Special Concert!“AUTUMN R・E・S・O・R・T”
①18:30　②黒磯文化会館　③全席指定6,500円(当日500円増し)　④黒磯文化会館　⑤0287-63-3219

16 [ 日 ] ルー・タバキン国際トリオ来日LIVE!!
①15:00　②那須野が原ハーモニーホール　③指定席3,300円 小学生～大学生1,500円　④須野が原ハーモニーホール　⑤0287-24-0880

25 [ 火 ] 三遊亭小遊三・林家たい平 二人会
①14:00　②黒磯文化会館　③全席指定3,500円(当日500円増し)　④黒磯文化会館　⑤0287-63-3219

　日本三大提灯まつり（白河・弥彦・一色）の一つ「白河提
灯まつり」が9月14日から16日まで3日間に渡って開催さ
れます。白河提灯まつりは、白河地方の総鎮守として古くか
ら人々の信仰を集めてきた鹿嶋神社の例祭で、四世紀に渡る
歴史と伝統を誇る白河の人々の精神文化を築いてきたお祭り
です。明暦3年（1657年）に藩主本多能登守忠義公が鹿嶋
神社に神輿を奉納したことから始まり、武家社会の格式を導
入した「儀式まつり」と呼ばれる伝統が受け継がれていま
す。23町それぞれが違う特色を持ち、神輿の町内渡御や提
灯行列、山車の引き回しなど老若男女、町内をあげて盛大に
行われます。また、提灯の油紙からほんのり灯る光の美しさ
はまさに光の芸術ともいえ、見るものの心を惹き付ける魅力
があります。

９月１４日（金）～１６日（日）

提灯まつり紹介提灯まつり紹介 日本三大提灯まつり

白棚線沿線の情報誌「はくほ」


