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まちの未来をひらく

【紗綾形】Sayagata
江戸時代に明から輸入された紗綾という紋織物の柄です。卍の字が途切れず
に繋がっており、縁起が良いとされる吉祥文様のひとつです。

2019年1/19土　［小ホール］
午前の部　11:00開演（開場10:30）
午後の部　14:00開演（開場13:30）　  好評発売中!!
全席指定　3,000円（友の会500円引き お一人2枚まで）

出演　林家　正蔵（落語）
　　　仲　　八郎（ウクレレ漫談）　　六華亭遊花（東北弁落語）
　　　できたくん（即興工作芸）　　　林家まめ平（落語）

　落語を聴いたことのある人は勿論、落語を聴くのは初
めてという方もぜひ生の話芸をお楽しみください！新春
「寄席」ですので、落語以外にも、漫談や色物といわ
れるカテゴリーに属する様々な芸も観ることが出来ます。
こちらもあわせてお楽しみ下さい。

トリを務める林家正蔵師匠

■コミネス新春寄席のトリは林家正蔵師匠

　正蔵を襲名する以前の「林家こぶ平」の名前でテレビのバラエティ
やドラマ、アニメの声優などでお馴染みの方も多いかも知れません。
平成17年9代目林家正蔵の名跡を継ぎ、現在落語協会副会長として協
会をまとめる傍ら、平成27年第70回文化庁芸術祭優秀賞など、噺家と
して円熟味を増しております。林家正蔵の話芸を是非、コミネス新春
寄席でお楽しみいただければ幸いです。

■色物（いろもの）

　寄席で行なわれる落語以外の演目です。昔は落語は黒字、そのほかの演目
は朱色の墨で書いていた為、今もこのように呼ばれるれています。今回の寄席
の出演者では、仲八郎（ウクレレ漫談）、できたくん（即興工作芸）などです。

出演
・チェロ奏者 荒　庸子
・ハープ奏者 井上美江子

12/13木 [大ホール]
14:00開演（開場13:30）　
全席指定 500円　
好評発売中!!

デュオ・シャンパーニュ		Christmas	Concert
  ワンコイン昼コンサート vol.7

　どこかで聴いたことのある名曲ばかりを
セレクトし、気軽に楽しめ優雅な気分に包
まれるプログラム構成となっております。　
　チェロの音色は人間の声とほぼ同じ音域
であり豊かな響きのある低音から心地よい
高音まで出る楽器です。ハープは響きの
良い優しい音色で癒し効果のある楽器とい
われています。ふたつの楽器のバランスが
心地よい音色を生みだし会場を響かせます。
また演奏者による曲の解説、お話もお楽し
みいただけます。

チェロとハープが奏でるクリスマス
プログラム

G線上のアリア（J.S. バッハ）
アヴェ・マリア（J.S. バッハ＝グノー）

アヴェ・マリア（カッチーニ）
浜辺の歌（成田 為三）

引き潮 （マックスウエル）
白鳥（サン＝サーンス）

無言歌（メンデルスゾーン）
ムーン・リバー（マンシーニ）
ライムライト（チャップリン）

クリスマス メドレー



映写技師
　長年映画館のなかった平成の白河で映画鑑賞の機会を提供しようと活動を行っ
てきたのが映写技師を擁する上映団体「白河シネマパラダイス」です。白河地域を
中心とした上映活動や映画製作のロケ支援、映写技師養成講座など様々な活動を
2004年から行ってきました。出張上映では、「那須ショートフィルムフェスティバル」
や福島ファイヤーボンズの試合会場での映像投影、コミネスができあがる前の広
場で『アンドリューNDR114』（1999）をドライブインシアター形式で上映したことも
あったようです。
　12月の上映会「昭和キネマの恋心」では、そうした沢山の上映活動をおこなってき
た白河シネマパラダイスの映写技師達によってフィルムでの上映が行われます。デジ
タル上映が当たり前となった近年では、フィルム上映を見たことがないという若い方
も多いと思います。通常、フィルム上映では映写機を２台設置します。複数巻に分け
られたプリント（上映用フィルム）を１巻ずつ映写機にかけ、映画が次の巻に映るタ
イミングで映写機を切り替えるのも映写技師の仕事です（巻が変わるタイミングで
画面の右上に黒丸が現われます）。
　 映画はかつて「活動写真」と呼ばれました。１秒間に24コマ分のフィルムが送ら
れ、ひとつひとつのコマの写真が順番に映写されていきます。映写機はフィルムのコ
マが移る際にシャッターの開閉を繰り返しています。映画を観ている間、私たちは映
像の光とその後の闇の明滅を交互に見ており、また、その静止画の連続を動く映像
として見ているのです。ぜひ今回の上映会では、映写技師達の手によって生まれる
映画のイリュージョンを体感していただければ嬉しいです。

12/15土～16日 [小ホール] 

『君の名は 第一部』(1953)　出演：岸　惠子、佐田　啓二
『今年の恋』　　　 (1962)　出演：吉田輝雄、岡田茉莉子
『さらば夏の光よ』 (1976)　出演：郷ひろみ、秋吉久美子
解説　石田美紀（新潟大学人文学部准教授）、佐々木郁哉（コミネス事業課）

35mmフィルム上映　各回上映後に映画解説あり！

昭和キネマの恋心

12/16日 ①10:30 『さらば夏の光よ』
  ②13:10 『今年の恋』
  ③15:30 『君の名は 第一部』

　　12/15土 ①13:10 『君の名は第一部』
  ②16:30 『今年の恋』
  ③18:50 『さらば夏の光よ』

全席自由　１回500円（日時指定）
　　　　　１日通し券1,000円（日にち指定）発売中！
上映作品
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映写機がフィルム
を送る構造はミシ
ンと同じだと言い
ます。映写される
場所と音声を読み
取る場所が違うた
め、映像と音は数
コマ分の違いがあ
るようです。

舞台美術

　舞台の一番奥に据える巨大な背景画は、水彩用の大きな紙に透明水彩絵具の中で描かれて
います。透明水彩で描かれた背景画は、照明の影響を美しく受け、透明感のある絵の具な
らではの吸い込まれるような奥行きを生み出します。板や布に描かれる従来の舞台背景とは
違った味わいの空間を感じることができますので、どうぞお楽しみください。今回のお話の
もうひとつの特徴としては、いくつもの城が登場するところで、城や門などをいくつかの
パーツに分解できるように制作し、そのパーツの組み合わせによって、違う場所の違う城を
表現しますので、そこも見所のひとつだと思います。

2019年

3/24日  [大ホール］14:00開演（開場13:00）発売中！
全席指定  SS席4,000円　S席3,000円　A席2,000円　B席1,500円（友の会各席500円引き）
音楽監督・作曲・指揮：川島素晴　
演奏：林英哲（和太鼓）、福島フィルハーモニックオーケストラ（管弦楽） 出演：春風亭昇羊（語り）ほか

題字：根本みき

市民総参加型 舞台 楽劇
ようごう

白河戊辰を3時間の物語にした壮大な音楽劇。

加川広重作「太陽と星の間」(H5m40cm×w16m50cm）

影向のボレロ舞台美術
加川 広重さん

加川さんのラフスケッチ。城の書き割りと門のセット

舞台の縮尺模型を作って、何度もシュミレーショ
ンを重ねます。

編曲者

白河
シネマパラダイス

　今回、１０月21日に開催された「昭和歌謡コンサート」に向けてのアレンジで心掛けたことは「温故知新」、すな
わち、時代を越えて愛されてきた名曲たちを、現代の感覚でいかにさらに魅力的な作品に仕上げるかということでした。
いずれの作品もそれぞれの時代を代表する名曲ばかりで、その普遍的な魅力のあるメロディーを書かれた先達の仕事の
見事さにはただ瞠目するばかりでした。そこに如何に魅力のある衣装を着せるか、そこがアレンジャーとしての腕の見
せ所となるわけですから苦心したことは言うまでもありません。
　お聞きくださった皆様が楽しんでいただけたとしたら、それは曲の魅力、演奏者の素晴らしいスキルに99パーセント
は尽きますが1パーセントでも、そこに貢献出来たとすれば編曲者として望外の喜びです。世の中には素晴らしい歌謡曲、
演歌をはじめとした「歌」がまだまだあります。このような素晴らしい企画が末永く続いていくことが、文化を継承す
ることになると信じてやみません。

作曲・編曲家　徳永 洋明 さん
文化庁芸術祭大賞など受賞多数。

加川 広重さんのコメント

徳永 洋明さんのコメント

広報媒体制作
　コミネス♪カルチャークラブ（略称コミカルクラブ）では、コミネスが主催する事
業をサポートするボランティア団体として活動を行っています。また、地域住民同士
の新しい関係を築く「市民共楽」という理念の実現に向けた事業の企画運営もしてい
ます。クラブ員も募集中です♪
　第5回の運営会議では、コミカルクラブ初めての企画となる若手男性歌い手４名に
よる「クラシック界のプリンス  男声クァルテットコンサート」の開催へ向けた話し
合いを行いました。みなさまにご満足いただけるようなプログラム構成を考えており
ますのでご期待ください！
　そして広報部会ではチケット発売に向けてチラシ制作が始まりました。部員それぞ
れがチラシのデザイン案を持ち寄り、コンサートの魅力を伝えるためにはどのような
工夫が必要か意見を出し合いました。完成したチラシは12月から白河市内を中心に
各所で設置していますので、ぜひお手にとってみてください！

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

舞台を支える人たち特
集

コミネスの企画に参加してみませんか？

コミネス♪
カルチャー
クラブ

コミネス♪
カルチャー
クラブ



合唱指導
　11月3日に開催された白河市民第九演奏会では、
荒井一成氏を中心に、地元の音楽の先生たちに月
に3回～5回のペースで練習を指導いただきました。
また、それに加えて、東京都内を中心に10の合唱
団体で音楽監督・指導を行なっている谷本喜基氏
をお招きして第九の合唱指導をしていただきました。
谷本喜基氏より白河での第九合唱指導を振り返っ
て次のようにコメントを頂戴しました。

　11月14日、東京芸術劇場の
高萩副館長をお招きして舞台
芸術制作者養成講座を開催
しました。「表方と裏方の共感
力」という題目で劇場の様 な々セクションの紹介や日本の演劇の独自性と可能性、
劇場の機能強化等についてお話しをいただきました。

解説者 ―演奏者と聴衆の橋渡し役―
　11月10日（土）に開催された「ヤノシュ・オレイニチャク ピアノリサイタル」では、ヤノシュ・オレイニチャク氏とナビ
ゲーター浦久俊彦氏によるクロストークが行われました。プログラムノートの曲の解説だけではなく、第二次大戦中
のポーランド社会の中での音楽の重要性と震災のあった被災地を重ねあわせ、心に訴えるショパンの音楽について
お話しいただきました。その他にもポーランド人にとってのショパン、ショパン演奏の極意など、浦久氏による多角的
なインタビューで、ショパンの楽曲へのオレイニチャク氏の想いを引き出していただきました。演奏に合わせた
ナビゲーターの解説によって、音楽の歴史的背景、奏者の人柄などを知ることでステージとお客様の距離感も近づ
き、感動もより深いものになったのではないでしょうか。

劇作家の卵？
　コミネスでは昨年９月に「劇作ワークショップ」を開催しましたが、その参
加者の一人だった白河実業高校の筒井美里さんが、今年の「福島県南高等
学校 演劇コンクール」に創作脚本『コスメ、壊れました。』で臨み、最優秀賞
＆創作脚本賞を受賞しました。今回初めて脚本を書き上げたという筒井さん
に演劇の脚本を書くことについてお話を伺ってみました！
●今回脚本を書いた動機をおしえてください
―学校生活のなかの「いじめ」について知ってもらいたくて脚本を書きました。

いじめのある環境では、いじめる側、いじめられる側だけでなく、助けた
いけど見て見ぬふりをしている人、助けたことでいじめられてしまう人など
様々な立場の人がいます。いじめられていた人がいじめる側に回ること、
またその逆なんかもあるんです。そうした「いじめ」の特殊な世界を演劇
で伝えたいと思いました。

●実体験として感じた「いじめ」の生 し々さを演劇にしてみたかったんですね。
　脚本はどうやって書いていきましたか？
―「いじめ」を描くのに必要な登場人物を部員のみんなで考えつつ、物語の

展開と具体的な台詞などは私が脚本として書いていきました。それから書
いた脚本についてみんなから色々意見をもらって、書き変えていっていま
す。いじめをするイケイケグループの一人の「コスメがなくなる」ことで人間
関係に変化が起こるんですが、最初はぬいぐるみがなくなる設定で「コス
メ」は話し合いから生まれたアイデアでした。

●既成脚本と創作脚本では演劇を作るのにどうゆう違いがありましたか？
―創作の方が役と部員のキャラを合わせていきやすいので、やりやすいです。

既成の方は書かれていることについて調べたり、想像したりすることが
大変でした練習よりも方言など作品世界の文化を調べる時間のほうが長
かったです。

●1月には創作短編の大会「劇王」があり、上演脚本を募集中です。
―県大会への稽古と並行して劇王の脚本も書いています。脚本審査を通過
　できるように頑張りたいと思います。今度は進路のお話の予定です。

高校生が書き、演じ、演出する、
高校生ならではの演劇世界！

第４回ハイスクール劇王
高校生短編演劇競技大会
1/27日 12:45開会（予定）[小ホール]
全席自由　300円　12/17月発売開始

昨年9月の劇作ワークショップ
左奥が筒井さん

第4回 舞台芸術制作者養成講座

12/１9水 [小ホール] 18:30〜20:00  
演題「イベントにおける食文化と企業協賛」
〜劇場・音楽堂等機能強化推進事業について〜
講師：佐藤 正文（電通東日本東北支社長）

　初めて練習にお邪魔したときの、白河市民合唱団の響きが忘れられません。淀みなく、それでいてまろやかな温かさに包まれた声でした。白河の言
葉の響き、そこに住む皆様のお人柄、そして団員お一人お一人の並々ならぬ努力があの声を生み出したのだと思います。アルゼンチン出身の世界的ピ
アニスト、ダニエル・バレンボイムは音楽について「あらゆる要素を統合するものだ」と説いています。アマプロ問わず、個々人が持てるすべての知識
と経験を結集して、一瞬で過ぎ去る音たちに意志を注ぎ続ける、その行為が美しいと感じます。「第九」の合唱パートは、プロもたじろぐほどの難度を
誇ります。企画・練習にあたっては、私には知り得ない泥臭い展開がきっとあったと思います。人が集まって音を出すというのはたいへんに繊細な営み
で、きれい事では片付け切れないものです。ご指導の先生方、本当にお疲れ様でございました。祈りに満ちた、素晴らしい第九でした！

谷本 喜基さんのコメント

　学生の頃から、演劇活動をしていましたが、劇団夢の遊眠社の舞台を観劇し
てから、演劇のさらなる奥深さにはまり、野田秀樹さんをはじめ、様々な舞台
を都内で見てきました。その、夢の遊眠社を創立から、関わっていらした高萩さ
んの講座を聞けるそれが本当にどんなにすごいことなのか、ただびっくりでし
た。講座内容も、劇場と地域の住民との関わり、演劇とワークショップと学校、
子ども達との関わりなど、聞き応えがあり３人１組の演技のワークショップも、
高萩さんのお話を聞いて『なるほど』な体験で、子育て中のお母さん達にも、ぜ
ひ聞いてほしい内容とお話でした。発想力、表現力、想像力、コミュニケーショ
ン力を育む演劇の事業への期待がさらに高まりました。

参加者 原あけみさんのコメント

制作者

　今回、１０月21日に開催された「昭和歌謡コンサート」に向けてのアレンジで心掛けたことは「温故知新」、すな
わち、時代を越えて愛されてきた名曲たちを、現代の感覚でいかにさらに魅力的な作品に仕上げるかということでした。
いずれの作品もそれぞれの時代を代表する名曲ばかりで、その普遍的な魅力のあるメロディーを書かれた先達の仕事の
見事さにはただ瞠目するばかりでした。そこに如何に魅力のある衣装を着せるか、そこがアレンジャーとしての腕の見
せ所となるわけですから苦心したことは言うまでもありません。
　お聞きくださった皆様が楽しんでいただけたとしたら、それは曲の魅力、演奏者の素晴らしいスキルに99パーセント
は尽きますが1パーセントでも、そこに貢献出来たとすれば編曲者として望外の喜びです。世の中には素晴らしい歌謡曲、
演歌をはじめとした「歌」がまだまだあります。このような素晴らしい企画が末永く続いていくことが、文化を継承す
ることになると信じてやみません。

クラシック界のプリンス
男声クァルテットコンサート
2019年 2/10日 [小ホール] 
13:30開演（開場13:00） 終演15:00 
全席自由500円　
チケット発売開始日　12/10月
出演者　圓谷　俊貴(テノール)、前川　健生(テノール)
　　　　小仁所良一(バリトン)、明珍　宏和(バリトン)
　　　　堀内由起子(ピアノ)

舞台を支える人たち
コミネスの企画に参加してみませんか？

コミネス♪
カルチャー
クラブ

コミネス♪
カルチャー
クラブ
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TEL . 0248-23-5300(火曜日休館)　FAX . 0248-23-5315　
E-mail：shirakawa@cominess.jp　http://cominess.jp
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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

1/ 19 [ 土 ] 第3回コミネス新春寄席
①午前の部11:00 午後の部14:00　②全席指定3,000円　③コミネス小ホール　④0248-23-5300

よしもとお笑いまつりin白河〜新春爆笑SHOW〜
①19:00　②全席指定3,500円(当日4,000円)　③コミネス大ホール　④0570-550-100(10:00〜19:00)

2/ 1２ [ 土 ] 第２回森本宏明ピアノリサイタル
①14:00　②1,000円(当日1,200円)　③コミネス小ホール　④090-4559-6872(吉田)

3/ ２4 [ 日 ]
影向のボレロ
①14:00　②全席指定SS席4,000円、S席3,000円、A席2,000円、B席1,500円　③コミネス大ホール　
④0248-23-5300

取り扱いチケット　主催・共催公演は1～3面でご確認ください。
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。

継続中 山葡萄作品展(〜25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

第1回グループ海 書作展(〜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
ゆう工房 布遊び展〜草木染・手織り・古布のチクチクで遊ぶ〜(〜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 あゆり館　③無料　
④矢吹町ふるさとの森芸術村　⑤0248-42-4506

企画展はじめての古美術 入門編(〜16日)
①9:00〜16:00　②白河集古苑　③一般320円　小中高100円　④白河集古苑　⑤0248-24-5050

１ [ 土 ] 第5回 森麻由美 絵画教室生徒作品展(〜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

焼き物と織物のコラボ 二人展(〜15日)
①10:00〜18:00（月休 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

２ [ 日 ] 第31回公民館発表会
①10:30　②コミネス大ホール　③無料　④中央公民館クラブ会長会　⑤0248-23-3810　　　　　　　　　　　　　　  　

６ [ 木 ] 2018 風景写真塾 NE 写真展(〜9日)
①10:00〜16:30(最終日16:00)　②マイタウン白河1Fギャラリー　③無料　④NPS風景写真塾NE　⑤090-9038-9087(椎名)

７ [ 金 ] 第16回びゃっこい村手づくり絵本展(〜9日)
①9:00〜17:00(最終日16:00)　②ホテル&コテージ白河関の里(白河市表郷)　③無料　④びゃっこい村手づくり絵本実行委員会　
⑤080-5557-7072(藤田)

８ [ 土 ] 18’あなたに贈るコンサートinGOKA
①17:30　②五箇市民センター(五箇郵便局前)　③無料　④住みよい五箇をつくる会　⑤090-5595-6792(平山)

デーモン閣下&岡本知高の悪魔の森の音楽会
①16:00　②棚倉町文化センター(倉美館)　③全席指定一般4,500円 高校生以下3,000円(当日各500円増し)　④倉美館運営協会　
⑤0247-33-9610

９ [ 日 ] 2018 ABOO SINGERSゴスペルコンサート
①14:00　②コミネス小ホール　③500円(当日券800円)　④ABOO SINGERS　⑤0248-22-5271(カルチャーネットワーク) チ

白河茶道連盟 月釜茶会
①10:00〜15:00　②「秋水庵」江戸千家 佐藤宗邦社中、「松楽亭」表千家　原田宗真社中　③1,200円　④白河茶道連盟
⑤0248-22-1811(須釜)

ベートーヴェン ウィーンの薫り シベリウス 北欧の響き 管弦楽・山形交響楽団
①16:00　②矢吹町文化センター　③全席指定 一般3,000円 高校生以下1,000円　④矢吹町文化センター　
⑤0248-44-4000

明るい未来 元気に大きな輪 輝け唄の祭典
①9:30　②コミネス大ホール 　③全席自由2,500円　④福島県うぐいす会 国際歌謡アカデミー東北本部　⑤0248-52-2251チ

10 [ 月 ] 第29回白河美術協会歳末チャリティー展(〜16日)
①10:00〜17:00(最終日16:00　②マイタウン白河1Fアートギャラリー1　③無料　④白河美術協会　⑤0248-22-0725

13 [ 木 ] デュオ・シャンパーニュ Christmas Concert
①14:00　②コミネス大ホール　③全席指定 500円　④コミネス　⑤0248-23-5300　　　　　　　　　　　　　　　　  チ

15 [ 土 ] 昭和キネマの恋心(〜16日)
①15日 Ⓐ13:10「君の名は 第一部」Ⓑ16:30「今年の恋」Ⓒ18:50「さらば夏の光よ」/16日Ⓓ10:30「さらば夏の光よ」
Ⓔ13:10「今年の恋」Ⓕ15:30「君の名は 第一部」　②コミネス小ホール　③全席自由 各回500円(1日通し券1,000円)　
④コミネス　⑤0248-23-5300　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ
緑川産業教室作品展(〜1月10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

第4回館長講演会「未来への考古学」
①13:00　②まほろん　③無料　④福島県文化財センター　⑤0248-21-0700

16 [ 日 ] 文化財講演会 Ⓐ「相馬地方の製塩遺跡」Ⓑ「奥州慶長津波からの復興－仙台藩・相馬中村藩の塩田開発－」
①Ⓐ10:30　Ⓑ13:00　②まほろん　③無料　④福島県文化財センター　⑤0248-21-0700

はなわ軽音楽倶楽部 Royal Straight Flash 2018 X，mas concert
①14:00　②塙町コミュニティプラザ(塙駅併設)　③無料　④R/S/F/(ろいやる すとれーと ふらっしゅ)　⑤090-4317-7579(かねこ)

18 [ 火 ] 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

19 [ 水 ] 第4回コミネス舞台芸術制作者養成講座「イベントにおける食文化と企業協賛」
①18:30　②コミネス小ホール　③無料　④コミネス小ホール　⑤0248-23-5300

第97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

２1 [ 金 ] 深瀬廉バリトンリサイタル
①18:30　②コミネス小ホール　③全席自由 2,000円　④深瀬廉バリトンリサイタル実行委員会　⑤090-7327-5930(大槻) チ

２２ [ 土 ] 阿部家歴代当主の絵画・墨跡（〜3月3日）
①9:00〜16:00　②集古苑　③一般320円　小中高100円　④白河集古苑　⑤0248-24-5050

２3 [ 日 ] 白河中心市街地活性化事業 クリスマスミニコンサート
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

31 [ 月 ] 除夜の鐘つき
①午後11時30分から　②龍興寺（山の寺）　③無料 　④龍興寺 　⑤0248-22-1653

除夜の鐘つき
①午後11時45分から　②大統寺　③無料　④大統寺　⑤0248-23-2723

しらかわ地域のイベント・公演情報 2018.12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・セマークはコミネスで取り扱いのチケット、整理券です。

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

白河信用金庫では、白河市の
街並みを地域の皆様に暖かく
感じて頂くことを目的に、イル
ミネーションの点灯と飾り付
けを行っています。11月20日
には、新白信ビルにて、点灯
式を開催しました。

点灯期間　平成30年11月20日から平成31年1月中旬まで
点灯時間　16:30〜20:00
設置場所　新白信ビル（西支店）、本店、新白河支店、本部の　　　
　　　　　4ヶ所
※その他13店舗ではクリスマスツリーを設置しています。

NPO法人カルチャーネットワーク

CultureNetwork

近隣地域の公演情報 2018.12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。

７ [ 金 ] シーリル・マルメダール・ハウゲ＆ヤコブ・ヤングジャパンツアー2018
①18:30　②那須野が原ハーモニーホール　③席指定 2,500円　④那須野が原ハーモニーホール　⑤0287-24-0880

いわさきちひろ生誕100年前進座公演　ちひろ—私、絵と結婚するの—
①18:00　②けんしん郡山文化センター　③一般4,500円　高校生以下3,000円　④けんしん郡山文化センター　
⑤024-941-6301(郡山地労連内)

16 [ 日 ] 千住真理子の気軽にクラシック
①14:00　②けんしん郡山文化センター　③一般4,000円　高校生以下2,000円　④けんしん郡山文化センター　⑤024-934-2288

17 [ 月 ] パスカル・ドゥヴァイヨン ピアノリサイタル
①15:00　②那須野が原ハーモニーホール　③全席指定 3,000円　④那須野が原ハーモニーホール　⑤0287-24-0880

ＡＢＯＯ　ＳＩＮＧＥＲＳ

ABOO  SINGERS　ゴスペルコンサート2018
12/9日 14：00開演（開場13：30） [コミネス小ホール]
コミネス窓口にてチケット取り扱い中！
前売り券　500円　当日券　800円　（未就学児は無料）

私達　ABOO　Singers は、白河市を中
心に活動しているゴスペルグループです。
歌うことや音楽が好きなメンバーが集まり
活動しています。今年で結成19 年目を迎
えました。主な活動は、地域のイベントや
福祉施設等での演奏を行っています。毎週

木曜日の夜にコミネスで練習しています。現在メンバーは15 名
ほどおりますが、下は高校生から上は還暦間近の方までと幅広い
年齢層で、男女問わず楽しく活動しています。随時メンバー募集
中ですので、ぜひ見学にいらして下さい。
今 年も12 月 9 日（日）にコミネス小ホールで自主 開 催 の　
ABOO　Singers　ゴスペルコンサート 2018 を行いますので、
是非多くの方のご来場お待ちしています。

はくしんイルミネーション

ABOO　SINGERS
代表　竹井 美香さん

※年末年始、2018年12月28日㈮から2019年1月4日㈮まで、白河文化交流館コミネスは休館といたします。


