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伝統芸能の系譜を辿る

能楽「安達原」 雅楽 瑞鳳會 演奏会
景福宮光化門広場やカーネギーホールを沸かせた

メイド・イン・アジアの伝統芸能
鬼の身として生まれた女の哀しみと恐ろしさ
三鬼女の一つ 陸奥国 安達ケ原の鬼婆伝説

5/26土　
［大ホール］
発売中 
全席指定　S席 3,500円
　　　  　　A席 3,000円
　　　  　　B席 2,500円
※友の会各席500円引き

【演目】「胡
こ ん じ ゅ の は

飲酒破」
　　　　「越

え

殿
て ん ら く

楽」
　　　　雅楽のおはなし
　　　　舞楽「蘭

らんりょうおう

陵王」ほか

アジアを起源に日本で変容・醸成を遂
げ一千有余年の歴史を持つ「雅楽」の
響きを、主席楽師である三

み た

田徳
の り あ き

明によ
る解説・レクチャーを織り交ぜお届け
します。アジアの空気を満喫できる体
験型のコンサートに皆様おそろいでお
出かけください。

9/24月㉁
［大ホール］
全席指定　S席 4,000円
　　　　　A席 3,000円
　　　　　 　U24 2,000円
※友の会は一般料金のみ500円引き
発売：友の会 6/18月
　　　一般　6/25月
【演目】 能レクチャー
　　　　連吟「四

し

海
か い

波
な み

」白河櫻謡会
　　　　仕舞「重

お も

荷
に

」　梅若実
　　　　能「安達原」　松山隆雄

　　　　能楽ワークショップ
能のお話や能の動きを取り入れた「気
体運動」の体験ワークショップをプレ
企画として開催します。
7/25水、8/22水　13:30～15:30
白河市立図書館地域交流会議室
※詳細はお問い合わせください

ドラゴンクエストの世界
すぎやまこういち　交響組曲「ドラゴンクエストⅢ」そして伝説へ…

当時ゲームをプレイした人はもちろん、ドラゴンクエストを初めて耳にする人
も、ゲーム音楽の世界観をオーケストラのサウンドでお楽しみ下さい。
指揮 大井剛史、山形交響楽団による演奏です。

5/３木㈷　　
14:00開演（13:00開場）［大ホール］
発売中
全席指定
　S席（大人）5,000円
　S席（学生）4,000円
　A席（大人）4,000円
　A席（学生）3,000円
※友の会は大人料金のみ
　500円引き

市ヶ尾の坂 －伝説の虹の三兄弟－
作・演出 岩松了。出演・大森南朋、麻生久美子、三浦貴大など

豪華キャストで贈るミステリアスな家族劇。

小椋  佳「歌紡ぎの会」
「愛燦燦」「愛しき日々」「シクラメンのかほり」
「夢芝居」「俺たちの旅」など数多くのヒット作品
を世に送り出した小椋佳の歌と語らいのステージ。

8/25 土
16:30開演（16:00開場）［大ホール］
全席指定　前売 5,500円　
　　  　　 当日 6,000円
発売：友の会先行期間 5/14月～5/21月
　　　一般 5/26土

7/22日　15:00開演（14:30開場）［大ホール］
発売中
全席指定　S席（大人）　　  5,000円
　　　　　S席（小学生以下）3,000円
　　　　　A席（大人）　　  4,000円
　　　　　A席（小学生以下）2,000円

古代ギリシャの同名の神話をもとに、「言葉の錬金術師」歌人・寺山修司が書
き下ろしたミュージカル。ロバの耳を持つわがままな王様と、その秘密を知っ
てしまった一人の床屋の物語。

ファミリーミュージカル

※３歳以上有料
※2歳以下 (３歳未満)着席鑑賞は有料
※友の会は大人料金のみ500円引き

福島テレビ開局55周年記念事業　　M&Oplaysプロデュース　

夢歌詞を歌い、余生を生きる。何かが消えていこうとしていた夏のおわり。

6/7木
18:30開演（18:00開場）［大ホール］
発売中
全席指定　特等席 8,000円（残りわずか）
　　　 　　 指定席 7,000円
※友の会各席500円引き

撮影：三浦憲治

撮影：阿部章仁

13:30開演
（13:00開場） 14:00開演

（13:15開場）

最高の音響空間で体感するドラクエワールド 大切なのは真実を言う勇気

共催事業 共催事業

【唐花菱】(karahanabishi)
唐花とは現実には存在しない花のことです。中国唐朝で
考えられた花模様で菱形にかたどって並べています。
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加川広重「太陽と星の間」

地域の映像と巡る　
昭和歌謡コンサート

FUKUSHIMA TAP 
PROJECT ～白河～  

2019
1/27日　13:00開会（予定）　

［小ホール］
全席自由　300円 
※劇王で上演される短編戯曲(上演20分以内)を募集　　　
　します。詳細はコミネスまでお問い合わせください。

ショパンの化身と謳われたポーランドの巨匠ヤノシュ・
オレイニチャク。「手」による迫真の演技が大きな感動
を呼んだ『戦場のピアニスト』の魂が時空を越えて蘇り
ます。浦久俊彦解説付き。

11/10土
18:00開演

（17:00開場）
［大ホール］
全席指定　S席 4,500円
　　　　　A席 3,500円
※友の会各席500円引き
※ドリンク代別料金
発売：友の会 7/30月 
     　 一　般　8/6月

今、甦る「仁」のこころ。それは、白河人の心根である。
戊辰戦争最大の激戦地、奥州白河を舞台に繰り広げられる歴史ロマンの幕が上がる。
全ての日本人の心に宿る、他人を思いやる精神「仁」の心。我が国が新しい時代へむかおうとした覇権争
いの中、両軍の犠牲者を手厚く弔った、ここ白河の人々の心に宿る「仁」の姿を「音楽」「群集劇」「ダンス」

「合唱」で描く一大スペクタクル創作劇。
2019
3/24 日　14:30 開演（14:00 開場）［大ホール］
全席指定　Ｓ席4,000円　A席2,500円
※友の会各席500円引き
音楽監督：松下 功 
演奏：福島フィルハーモニックオーケストラ・林英哲（和太鼓）他

・人材育成事業
・舞台技術者養成講座
・ピアノ開放デー
・演劇ワークショップ
・しらかわ演劇塾第３回公演
　（2/16土、2/17日）

※コミネスHPよりネット予約可
※友の会会員割引、障がい者割引、
　U24割引の詳細はお問い合わ
　せください。
※原則として未就学児入場不可。
※料金はすべて税込です。

コミネスの公演をより楽しんでいただく
ために様々な特典が受けられます。
会員期間：入会から年度末まで
年会費：個人2,000円　法人3,000円
＜会員特典＞
・優先予約購入　
・会員価格でのチケット購入
・情報の早期入手（コミネス通信・公演
　チラシ等）
・その他（公演ご招待など）

友の会会員募集！

共催事業
〈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）

［小ホール］
一 般　3,500円
U24 　2,000円
※友の会は一般料金より300円引き　
発売：友の会  6/4月　　一般 6/10日

レジナルド・ローズの名作舞台・法廷劇の金字塔を堂 上々演！
殺人の罪に問われた少年の裁判に集められた12人の陪審員たち。
人間の心の動きを鮮明に描写したサスペンスドラマの金字塔が、
この秋コミネスに登場します。

遠くなる古き良き昭和の日々に思いを馳せる。
当時流行した歌謡や日本歌曲を懐かしい街並みと人々
の写真映像とともに贈る合唱コンサート。当時街なかを
彩った、昔懐かしい手書き看板の展示等も行います。

タップダンスを体験してみませんか？10/6の公演を目標に２
回のワークショップ稽古を行います。詳細は会館までお問い合
わせください。
WS稽古日：9/8土、9/29土 10:00～16:00(休憩あり)

タップダンサー中山貴踏とドラマー
御木惇史、公募のワークショップ参
加者で創り上げるタップダンス公演。
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体感ください。

12/15土～16日［小ホール］
全席自由　500円
発売：10/15月

WORKSHOP参加者募集！

世界最高峰のショパン弾き
昭和歌謡コンサート関連映画企画

ワインも楽しめるおいしい演奏会

爆笑必至のコミネス新春寄席は今年も２回公演。
真打は林家正蔵師匠。明るい笑顔の新年に!!
2019
1/19土
午前の部　11:00開演（10:30開場) 
午後の部　14:30開演（14:00開場）

［小ホール］
全席指定　3,000円 ※友の会各席500円引き
発売：友の会10/8月　一般10/15月
出演：林家正蔵、六華亭遊花ほか 

しらかわ発祥の高校演劇の祭典。高校短編演
劇の頂点「劇王」と、「高校短編戯曲賞」受賞
の高校生劇作家を決定します。

影向のボレロ白河戊辰150周年記念事業創作楽劇

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。

交 通
アクセス

白河商工会議所青年部提供　 『白河ブギウギ 平成版弥次喜多白河道中記』より

『今年の恋』©1962松竹株式会社

10/6土
14：00開演(13:30開場)

［コミネス中庭］（雨天時小ホール）
全席自由　500円  
発売：7/9月

【上映作品】35mmフィルム上映
　『君の名は　第１部』(1953)
　『今年の恋』(1962)
　『さらば夏の光よ』(1976)

公演について

その他の事業

デュオ・シャンパーニュ
荒 庸子（チェロ）＆井上美江子（ハープ）

12/13木　［大ホール］
料金：500円
　　　（一般）
※整理券の配布
　枚数、期間に
　は限りがあり
　ます。

ワンコイン昼コンサート vol.7
友の会会員ご招待公演

10周年記念ツアー
SENDAI座☆プロジェクト 十二人の怒れる男

10/21日
14:00開演（13:30開場）　

［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：友の会 7/2月
　　　一　般 7/9月
出演：コミネス混声合唱団、特別ゲスト
　　　コミネスコール合唱団（仮称・
　　　都内オーディションにて結成）

昭和キネマの恋心ヤノシュ・オレイニチャク

第３回 コミネス新春寄席

第４回ハイスクール劇王
高校生短編演劇競技大会

【曲 目】（予定）
「新宿の女」「若人の歌」「学生時代」「花は咲く」
「上を向いて歩こう」「男はつらいよ」など


