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生まれる文化広場

【武田菱】Takedabishi
武田氏の家紋として知られる紋様。別名「四つ割菱」ともいい、花模様に
変形させた「花菱」はその柔らかいイメージから女性が好んで用いました。

―舞台制作に挑み続けるコミネス―
開館二周年となるコミネス。全国的に公共ホールのあり方が問われてきている今、コミネ
スは白河市の推進する《文化創造都市》や「文化芸術推進基本計画」にもとづき様々な事
業に取り組んできました。中でも地域の文化資源を活用した白河オペラや野外薪能などオ
リジナルな舞台制作に力を注いできました。この目的は、白河文化の発信と、市民芸術活
動のスキルアップや、一緒に汗を流すことによる参加の喜びを広げ、地域の絆の構築につ
ながるものです。� コミネス館長　志賀野桂一

影向のボレロ　舞台美術　加川広重

スペースオペラ KEGON



＠オキュパイドフクシマ
占領下のフクシマで
～僕たちの震災時間～
11/11日 [小ホール]
 ①11:00開演（開場10:30）　
 ②15:00開演（開場14:30）　　　
全席自由　発売中
一般1,500円、高校生以下500円

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

2019年1/19土　［小ホール］
午前の部　開場10:30　開演11:00
午後の部　開場13:30　開演14:00
全席指定　3,000円　発売中
　　　　 （友の会500円引き）
出演：林家正蔵(落語)
　　　東京ボーイズ　仲八郎(ウクレレ漫談）
　　　六華亭遊花(東北弁落語)
　　　できたくん（発泡スチロール芸）
　　　林家まめ平(落語）
※コミネス通信先月号の紙面に、コミネス新春寄席の一般指定席の価格　
　表記に誤りがございました。
　誤）3,500円　正）3,000円となります。訂正してお詫び申し上げます。

昭和キネマの恋心
12/15土～16日　[小ホール] 
全席自由　１回500円（日時指定）発売中
　　　　　１日通し券1,000円（日にち指定）

『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）

『今年の恋』©1962 松竹株式会社

12/16日 ①10:30 『さらば夏の光よ』
  ②13:10 『今年の恋』
  ③10:30 『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』

第４回ハイスクール劇王
  高校生短編演劇競技大会
高校生が書き、演じ、演出する、しらかわ発祥の
高校演劇の祭典

1/27日　12:45開会（予定）[小ホール]

  出場者・短編戯曲募集‼
本戦出場の５チームを戯曲審査で選抜します。
●対象　高校生またはそれに当たる年齢の方
●提出　上演時間20分以内の短編戯曲　
●〆切　11月30日（金）まで
詳細はコミネスＨＰをご覧ください。

劇団ユニット・ラビッツ× しらかわ演劇塾 公演

実行委員として関わっている「ハイスクール劇王」では高校
生達がその若い感性で創ったオリジナル短編作品を上演し
ます。テレビや映画では味わえない演劇の醍醐味、二度とな
い一瞬を共有するライブ感、舞台と客席の一体感を楽しん
で頂けたら幸いです。また、しらかわ演劇塾が誕生して５年
目に入り、コラボ企画に挑戦です。二つの団体の化学反応を

経て生まれ出た作品。宇宙人に占拠された福島県？？？荒唐無稽なお話で
す。その中にある真実を見つけにきてください。

今回の公演にあたり、音楽に合わせ食文化も愉しんでいただき
たいという主旨から特設スタンドカフェを設ける事となりまし
た。初めての取り組みではありますが今後、催し物にあわせ出
店してみたいといった方等に施設利用の方法などを探る機会を
創れればと思います。今回の出店者は、その試行的な主旨に賛
同いただき快く引受けてくださった皆さんです。
スタンドカフェOPEN：16:00から　(コミネス事業課 藤田)

〈プログラム〉
�ポロネーズ　イ長調　作品40-1
�ノクターン　嬰ハ短調
�プレリュード　ホ短調　作品28-4
　　　　　　　　　　　　　他

白河のお正月はこれを観ずには始まらない！
今年のトリは林家正蔵師匠が務めます。
他にも粒ぞろいの出演者陣が場を盛り上げます。
どのお席からも卓越した芸を堪能できる小ホールでの
開催です。

出演
・チェロ奏者 荒　庸子
・ハープ奏者 井上美江子

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

現代ポーランドを代表するピアニストであり、現代最高のショパン弾きであるヤノシュ・オレ
イニチャク来日公演です。フランス映画『ラ・ノート・ブルー』では、ソフィー・マルソーなどの
一流俳優たちと共演。2002年度のアカデミー賞受賞作『戦場のピアニスト』では、すべての
ピアノ演奏と、手のみの迫真の演技が絶大な評価を浴びました。
本公演は「サロンのショパン」をテーマにお届けいたします。
ホールやお客様の雰囲気に応じた即興性のあるサロンの存分に雰囲気を味わってください。
コンサートの合間には浦久俊彦氏とのクロストークもございますのでそちらもお楽しみに。

11/10土18:00開演（開場17:00）［大ホール］ 2019年

3/24日 14:00開演（開場13:00） [大ホール］
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）
発売　友の会先行11/5（月）　　一般11/12（月）
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）

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

　 第3回　爆笑！コミネス新春寄席

映画『戦場のピアニスト』の演奏者

ヤノシュ・オレイニチャク
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初めて白河に伺ったのは22年前でした。
それ以降、毎年のように演奏会で伺い、私にとっては第二の故郷のように
感じています。その大好きな白河市に素敵なコミネスホール誕生！おめで
とうございます‼ 今回はチェロとハープの音色をクリスマスに相応しいプ
ログラムでトークを交えてお届けします。師走のお忙しい午後のひと時を
少しだけゆったりとお楽しみ頂けましたら嬉しいです。

今回は昭和の日本映画から「恋心」をテーマに作品をセレクトしました。戦後、お見合い恋愛から自由恋
愛へと開かれていった昭和の時代の恋。50年代、60年代、70年代の映画を合わせて観て頂いて（１日通
し券をぜひ！）、恋愛模様とその変遷を楽しんでいただけたらと思います。上映後には、俳優佐田啓二に
ついての論文も書かれている石田美紀さんが解説者として登壇します。　    （コミネス事業課 佐々木）

上映作品

チェロとハープが奏でるクリスマス

チェロ奏者　荒庸子さん

しらかわ演劇塾　代表　十文字律子さん

特集/舞台制作
創る喜びを共有しよう！
市民とプロのアーティスト共同で創り上げ
る創造的な舞台公演が、大きな輪となって
次世代に引き継がれることを期待します。

　コミネス♪カルチャークラブメンバー　田村　百合子さん
私は今年度よりコミネス♪カルチャークラブに入
会致しました。本クラブ主催の公演が来年2月に
開催予定です。より良い公演にするためメンバーの
皆さんとアイデアを出し合い楽しく企画を進めて
います。また11月開催ヤノシュ・オレニチャク　ピア
ノリサイタルにおいては、私の本業である出張コーヒー屋さん「ミク
ロカフェ」のドリンクブースをロビーに出展予定です。自らの活動を
交えながら、舞台芸術に関わり共に盛り上げていける事は、大変貴
重な体験です。このような素晴らしい機会を与えてくださった皆様
に感謝申し上げます。

35mmフィルム上映　各回上映後に映画解説あり！



コミネス♪カルチャークラブは、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コミネスの認知度を高める活動や利用促進に
つながる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き
「市民共楽」という理念の実現に向け事業の企画運営にも取り組んで
います。
第4回の運営会議では、来年2月に開催される「次代を担う男性の歌い手
によるワンコインコンサート」の公演日と出演者が決まりました。プログ
ラム構成やチラシ作成などクラブ員によって制作が進められていきます。

コミネス♪カルチャークラブは随時メンバーを募集しております。興味の
ある方は是非、見学にいらしてくださいね！

福島で生きる私たちのエネルギーを発信し、大きな輪（音
楽）を生み出していく「FUKUSHIMA TAP PROJECT」。
コミネスで初めてとなる今回のタップダンス事業では、野
外イベントでのアウトリーチライヴ、しらかわ演劇塾への
アウトリーチ、一般公募のワークショップ、そしてその成
果となるコミネス公演と館内外での活動を展開し、様々な
方にTAPの楽しさに触れていただきました。10/6公演で
は、タップダンサー中山貴踏さん、ドラマー御木惇史さん、
ワークショップ参加者14名、そして観客の皆さんのリズ
ムとノリが相互作用する熱量の伝わる素敵な時間になりま
した。

12/16日 ①10:30 『さらば夏の光よ』
  ②13:10 『今年の恋』
  ③10:30 『君の名は 第一部』

　一般出演者募集内容 
（１）群衆・民衆役部門

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。

（２）兵士・侍役部門①
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。

（３）全部門の共通条件
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やる気があり、来年3月までの稽古に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。
《 参 加 費 》無料
※稽古時の飲食物・稽古会場までの交通費等は自己負担となります。
《申込方法》所定の申込用紙に必要事項をご記入いただき、白河文化交 
　　　　　　流館までファクス・メール添付または直接来館のうえ　　
　　　　　　お申し込みください。
《応募締切》11月30日（金）まで

ワークショップ参加者　米竹史子さん
コミネスの舞台に立てたことは一生の財産となりました。第１回目のワークショップの参加から、日常が一変しました。階段を
登る時、散歩をする時、家事をする時…。自分の生活音がリズムを刻んで聴こえるのです。日常が音楽であふれる様になりまし
た。人間は楽器なのだという事を、身を持って体感した一時でした。なかなか自分の世界を広げられない私にとって、世界が一
周り大きくなる、貴重な体験となりました。本当に有難うございました。

高校生のためのクリエイティブゼミ
白河市本町のカフェEMANON ２階和室
を会場に月２回ほど、クリエイティブ・ゼミ
を開講しています。コミネス館長志賀野が
国内外の創造的なまちの事例を紹介し、
皆さんとの「学びの場」をつくっています。
コミュニティ・カフェEMANON 青砥さん

コミュニティ・カフェEMANON 青砥和希さん

「戊辰戦争150周年記念事業」の集大成として、制作する新作楽劇・一大オペラ
（作品）です。当時の白河の人々の生き様や仁のこころを、音楽とダンスで再現
します。単に東軍・西軍の闘いを描くのではなく、人の愛や交流の大切さを感じ
させてくれる舞台となっています。
これまで作曲家、ダンス振付家、オーケストラなどの専門家と打合せを行い、準
備を進めてきました。とてもスケールの大きな歴史物なので、大勢のキャストが
必要です。そのため、プロと共演する兵士役や民衆役の公募を継続しています。
舞台に出るのが初めてという人も歓迎です。舞台から客席の眺めは格別です。一
度体験してほしいと思います。人生が変わります。練習日程などコミネスにお問
い合わせください。なお、本楽劇の音楽監督、松下功氏の急逝に直面し、氏の遺
作の引き継ぎと未完の楽曲を氏の一番弟子の作曲家・川島素晴氏にお引き受けい
ただきました。

2019年

3/24日 14:00開演（開場13:00） [大ホール］
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）
発売　友の会先行11/5（月）　　一般11/12（月）
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）

第3回 舞台芸術制作養成講座
11/１4水 18:30～20:00 [小ホール] 
演題「裏方と表方の共感力」
～劇場・音楽堂等機能強化推進事業について～
講師：高萩　宏（東京芸術劇場副館長）

「コミネス♪カルチャークラブ」「コミネス♪カルチャークラブ」

白河市本町のコミュニティカフェEMANON代表の青砥です。
カフェで行われている「クリエイティブ・ゼミ」。高校生参加歓迎、大人も参加
歓迎の、創造的なまちづくりのためのゼミナールです。
ゼミとは学び合いの場。「学び合い」の意味することの一つは「特別な誰か
が、完璧な答えを持っているわけではない」ということ。社会でも、アートでも、
たったひとつの答えがある時代はではありません。参加者同士の対話の中か
ら、たくさんの可能性を探ってみることができればいいなと思っています。ぜ
ひ一緒に、まちづくりのための学び合い、してみませんか？

FUKUSHIMA TAP PROJECT～白河～

加川広重作「太陽と星の間」
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題字：根本みき

活動報告

  平成30年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

白河文化交流館 
人材育成事業

いよいよ11月から売り出すことになりました。全席指定、見る場所によって
異なる舞台の醍醐味が感じられます。良い席をお早めに！

みんなわたしで、みんなあなた。

第4回 舞台芸術制作養成講座
12/１9水 18:30～20:00 [小ホール] 
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）

■舞台芸術制作養成講座
第１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、文化芸術の関心、地
域づくりの参加意識を高めていきま
しょう。

特集/舞台制作
創る喜びを共有しよう！
市民とプロのアーティスト共同で創り上げ
る創造的な舞台公演が、大きな輪となって
次世代に引き継がれることを期待します。

　コミネス♪カルチャークラブメンバー　田村　百合子さん
私は今年度よりコミネス♪カルチャークラブに入
会致しました。本クラブ主催の公演が来年2月に
開催予定です。より良い公演にするためメンバーの
皆さんとアイデアを出し合い楽しく企画を進めて
います。また11月開催ヤノシュ・オレニチャク　ピア
ノリサイタルにおいては、私の本業である出張コーヒー屋さん「ミク
ロカフェ」のドリンクブースをロビーに出展予定です。自らの活動を
交えながら、舞台芸術に関わり共に盛り上げていける事は、大変貴
重な体験です。このような素晴らしい機会を与えてくださった皆様
に感謝申し上げます。

11/16金　17:00～18:30
 今月の開講予定



編集・発行　NPO法人カルチャーネットワーク
〒961-0075　白河市会津町１-17（白河文化交流館コミネス内）
TEL . 0248-23-5300(火曜日休館)　FAX . 0248-23-5315　
E-mail：shirakawa@cominess.jp　http://cominess.jp
本紙掲載記事及び写真の転載、無断使用を禁じます。

　 　 …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

12/ 18 [ 土 ]
デーモン閣下&岡本知高の悪魔の森の音楽会
①16:00　②全席指定一般4,500円 高校生以下3,000円(当日各500円増し)　
③棚倉町文化センター(倉美館)　④0247-33-9610

12/ 19 [ 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

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全席指定 一般3,000円 高校生以下1,000円　③矢吹町文化センター　④0248-44-4000

12/ 13 [ 木 ] デュオ・シャンパーニュ Christmas Concert
①16:00　②全席指定 500円　③コミネス大ホール　④0248-23-5300

12/ 15 [ 土 ]
映画上映会「昭和キネマの恋心」(〜16日)
①15日Ⓐ13:10Ⓑ16:30Ⓒ18:50・16日Ⓐ10:30Ⓑ13:10Ⓒ15:30　②全席自由 各回500円 1日通し券1,000円
③コミネス小ホール　④0248-23-5300

12/ 21 [ 金 ] 深瀬廉バリトンリサイタル
①18:30　②全席自由 2,000円　③コミネス小ホール　④090-7327-5930(大槻)

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

2/ 10 [ 日 ] 神野美伽&パク・ジュ二ヨンふれあい歌謡コンサート
①14:00　②全席指定 大人4,000円　③矢吹町文化センター　④0248-44-4000

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(〜30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

１ [ 木 ] コロラドより アルパカ展(〜15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

３ [土㈷] 里のふくろう展(〜15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

白河第九演奏会
①19:00　②コミネス大ホール　③整理券の配布は終了しました。　④白河市、白河市教育委員会、コミネス、しらかわ音楽の祭典実行委員会　
⑤0248-23-5300

４ [ 日 ] ふるさと白河 表郷まつり
①10:00〜16:00　②表郷総合運動公園 すぱーく表郷　③入場無料　④ふるさと白河表郷まつり実行委員会　⑤0248-32-4785

10 [ 土 ] ヤノシュ オレイニチャクピアノリサイタル
①18:00　②コミネス大ホール　③全席指定S席4,500円 A席3,500円　④コミネス　⑤0248-23-5300　　　　　　　　　チ
文化財講演会「天王山遺跡のいま」
①10:30〜12:00　②まほろん　③無料　④福島県文化財センター　⑤0248-21-0700

文化財講演会「『弥生時代』をどうみるか」
①13:00〜15:00　②まほろん　③無料　④福島県文化財センター　⑤0248-21-0700

CARIBOO 12TH ANNIVERSARY
①21:00　②CARIBOO　③1,500円　④CARIBOO　⑤0248-21-9333

11 [ 日 ] 第16回五箇まつり「米・こめフェスティバル2018」〜よみがえれ故郷、羽ばたこう五箇〜
①8:30〜15:00　②五箇市民センター屋内外　③無料　④住みよい五箇をつくる会　⑤0248-39-1880
実りの秋復興市&イルミネーション点灯式
①11:00〜16:00　②磐城金山バス停駐車場　③無料　④NPO法人表郷ボランティアネットワーク　⑤080-5557-7072(藤田)
劇団ユニット・ラビッツ第15回公演 占領下のフクシマで 〜僕たちの震災時間〜
①(1回目)11:00 (2回目)15:00　②コミネス小ホール　③一般1,500円 高校生以下500円　④劇団ユニット・ラビッツ
⑤090-3648-0481　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ
第24回「中山義秀文学賞」公開選考会
①13:30　②白河市立図書館 多目的ホール　③無料　④中山義秀顕彰会　⑤0248-46-3614

14 [ 水 ] 第3回コミネス舞台芸術制作者養成講座「裏方と表方の共感力」劇場・音楽堂等〜機能強化推進事業について〜
①18:30　②コミネス小ホール　③無料　④コミネス　⑤0248-23-5300

16 [ 金 ] ステッチニット展(〜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

17 [ 土 ] 白棚線沿線写真展(〜29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

18 [ 日 ] 白河茶道連盟 月釜茶会
①10:00〜15:00　②「秋水庵」江戸千家 大岩宗恵社中、「松楽亭」江戸千家福島不白会 小林宗京社中　③1,200円
④白河茶道連盟　⑤0248-22-1811(須釜)
ヒネモス+天野耕太(曲芸師)
①14:00　②棚倉町文化センター(倉美館)　③全席指定大人(高校生以上)2,000円 小人（中学生以下）1,000円 大人ペア(高校生以
上)3,500円 親子ペア(子は中学生以下)2,500円 小人ペア(中学生以下)1,500円 ３歳未満膝上鑑賞無料（当日各300円増し）
④倉美館運営協会　⑤0247-33-9610　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ

21 [ 水 ] 第96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 [ 木 ] 歌で綴る古(いにしえ)のヨーロッパ 
①19:00　②コミネス小ホール　③全席自由一般1,500円 学生500円(当日300円増し)　④堀内由起子　⑤070-2020-6061チ
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

23 [金㈷] 福田こうへい コンサートツアー2018　〜真心伝心〜
①１回目 13:00 ２回目17:30　②コミネス大ホール　③全席指定S席6,500円 A席5,000円　④TUFテレビユー福島、ラジオ福島　
⑤03-6426-5313(受付 平日10:00〜17:00、土日祝休)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ

24 [ 土 ] YUTO KANAZAWA　JUN IZUMI コンサート
①Ⓐ18:30Ⓑ20:00　②kitchen dining iitte-micca(白河市池下)　③投げ銭+1order　④kitchen dining iitte-mica　
⑤0248-21-5955

25 [ 日 ] 第23回スウィンブレイズオーケストラ定期演奏会
①14:00　②コミネス小ホール　③500円（小学生以下無料）　④ＳＷＩＮＧ BLAZE Orc　⑤090-1374-8560（本田）
新そばと落語の会 百面相と落語名人 金原亭馬の助師匠
①Ⓐ落語会11:00〜12:00Ⓑ新そば打ちの実演と食事会12:15　②大統寺(白河市馬町)　③参加費無料(各回定員60名・要予約)
④大統寺　⑤0248-23-2723
第1回グループ海 書作展(〜12月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(〜12月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
モルゴーア・クァルテットコンサート
①15:00　②コミネス大ホール　③全席自由 一般1,000円、こども500円　④しらかわ音楽の祭典実行委員会ほか　　　　　　チ
⑤0248-22-1111(内2387)

26 [ 月 ] 西野亮廣講演会 〜「新世界」で夢を叶える方法
①19:00　②コミネス小ホール　③(全席自由)S席1階前4列4,800円 A席1階5列目以降 3,500円B席2,500円※ライブビューイング
会場1,500円※動画配信視聴1,000円(講演会チケット購入の方500円)　④「西野亮廣講演会@福島県白河市」
⑤https://peraichi.com/landing_pages/view/nishinoakihiro1126

29 [ 木 ]
白河デジタル写真クラブ第10回写真展(〜12月2日)
①10:00〜17:00(初日開場13:00・ 最終日15:00まで)　②マイタウン白河　③無料　④白河デジタル写真クラブ　
⑤090-5353-6550(関谷)

しらかわ地域のイベント・公演情報 2018.11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

〈求人募集〉
NPO法人カルチャーネットワークでは、白河文化交流館コミネス
に勤務し、事業企画・広報制作業務に従事する臨時職員（1名）
を募集します。

募集期間：11月5日～12月24日（書類選考と面接選考）
面接日程：新年1月12日（土）～13日（日）
雇用期間：平成31年4月1日～平成32年3月31日
　　　　（更新の可能性あり、試用期間3ケ月）
応募資格：大学卒業（卒業見込み含む）
給与手当：基本給　当法人の規定による
詳細・申し込みは当法人ホームページを参照ください。
　https://culturenetwork.jimdo.com

SWING BLAZE Orc 団長　本田　秀夫さん

私達スウィングブレイズオーケストラは平成8年1月に発足し、現在
23歳になります。白河近郊の音楽好きが集まりJAZZを中心とした
演奏活動を行っています。活動内容ですが、毎年自分達が主催する鴛
鴦会を開催し、その他、地域イベントへの参加や福祉施設・老人ホー
ムでの慰問演奏を行っています。毎週月曜日の夜に定期練習を行い、
イベントがある時は臨時に土曜練習を入れて本番に臨んでいます。
　現在メンバーは11人、サックス・トロンボーン・トランペット・リズム
セクション。フルバンドで演奏するには少しメンバーが足りないところ
ですが、エキストラを入れてカバーし、今年の演奏会は11月25日にコ
ミネス（小ホール）で開催します。
　現在団員を募集中で経験者を求めています。見学大歓迎です、是
非見学にいらして下さい。 お問い合わせ先：090-1374-8560（本田）

内海流東京本部は70年を迎える流派で、東北支部に所属する私た
ちの会（内海道敬会）は、10年目のまだ日の浅い会ですが、小学生
の子供達をはじめ、90歳の方までと幅広く、但し昨今は高齢化によ
る舞踏離れ等があり、他の会でもみうけられますが、会自体が存続
するのが大変です。その様な中、私達道敬会は、和の心を楽しんで
頂きたく、老人ホームの慰問を中心に地域の皆様とふれあい、明る
く、楽しく、時には悩み相談室となりお互いに励まし合い生きがいを
持って生活する事が大事だと思ってお稽古に励んでいます。その甲斐
があってか本年2月には福島県社会福祉協議会会長さんから感謝状
を頂き大変嬉しく今まで以上にボランティア活動に力をいれて参りた
いと思っております。ボランティア活動に興味の有る方お待ちしてお
ります。
また、本年はチャリティーをスローガンに、唄と踊りの絆の祭典を11
月25日（日）に開催いたしますので是非お越しいただきご鑑賞頂け
ましたら幸いです。

NPO法人カルチャーネットワーク

CultureNetwork

近隣地域の公演情報 2018.1１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。

11 [ 日 ] 宝くじ文化公演 佐藤しのぶ「カルメン・ファンタジー」
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール　③全席指定2,000円　⑤0287-24-0880

23 [金㈷] 郡山バッハ研究会 第16回定期演奏会
①14:00　②けんしん郡山文化センター　③一般3,000円 学生1,000円　④郡山バッハ研究会　⑤024-933-6705(斎藤)

25 [ 日 ] 榎木孝明朗読会「天と地と」
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール　③全席指定2,500円　④公益財団法人那須野が原文化振興財団　⑤0287-24-0880

スウィングブレイズオーケストラ

内海流内海道敬会

唄と踊りの絆の祭典
11/25日
10：00開演（開場9：30）

［会場］
新白信ビルイベントホール

［入場料］1,000円


