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GW後半はコミネスに行こう！
コミネスを親子の遊び場として開放！小ホールにダンボール迷路が出現します。

迷路のほかにも、タップダンス体験、ダンボールトントン相撲、ダルマやうちわの創作、
バックヤードツアーなど子どもから大人まで楽しめるコーナーが盛りだくさんです！

コミネスに足を運ぶ機会が比較的少ない

子育て世代の親子連れのみなさんも

劇場を「遊び場」として気軽に楽しく

過ごしていただける３日間です。

ダンボール迷路「コミネスで遊ぼう」

お宝を探
そう！

トントン相撲

場所　コミネス小ホール
期間　5/10（金）～12（日）
時間　10:00~18:00（最終日は17:00終了）
料金　未就学児　　無料
　　　小中学生　　200円
　　　高校生以上　400円

※�開催期間が
���5/3 ～ 5/12から
　5/10～ 5/12へ
���変更となりました。

タップダンス体験

創作コー
ナー

新しい幕が上がる新しい幕が上がる



2019-20シーズンのコミネス

文化芸術の〝磁場″をつくる　　　コミネス館長　志賀野�桂�一

歌を堪能する

親子で舞台を見にいこう！

8/1木�14:00開演（13:30開場）�[小ホール]

7/20土　「恋歌舞SO-MON」野外版
　　　　　　　　18:30開演（17:00開場）　[小峰城跡城山公園]　※雨天時コミネス大ホール

7/21日　「恋歌舞SO-MON」屋内版（プレミアム）
　　　　　　　　14:00開演（13:00開場）　[大ホール]

出演：�津村禮次郎（観世流能楽師）、中鉢聡（オペラ歌手）、中村明日香（多面体表現者）
　　　中川雅寛（日本舞踊家）、早坂知子（オペラ歌手）、唐沢萌加（オペラ歌手）
演奏：真鍋尚之（笙）、山木亜美（電子オルガン・編曲）、高橋竹仙（古代笛）　指揮・音楽監督：谷本喜基

S席�4,000円　A席�3,000円　B席�2,000円
C席�1,000円（野外公演のみ）�２公演Ｓ席セット券�5,000円
※友の会各席500円引き（セット券は対象外）�
発売：友の会先行発売中　一般は5/8（水）から発売いたします。

福島に縁を持つ新進気鋭の音楽家達による未来志
向のコンサート第二弾。三人のテノール歌手の競
演を堪能しながら、それぞれの歌の違いの聴き比
べもできる贅沢なコンサートです。
曲目：第１部�オペラアリア
　　　第２部�アヴェマリア
　　　　　　�福島に由来の歌
全席指定�500円
発売日　友の会�6/3㈪
　　　　一般�　6/10㈪

　日本の最古歌集『万葉集』から相聞歌を抽出し、日本人の美意識や人としての思い遣りの心をた
ずねます。主題は「相聞（そうもん）*」です。
　万葉の大歌人・大伴家持（おおとものやかもち）と謎の山口女王（やまぐちのおほきみ）など古
代貴族の相聞を主軸に、人間の生きることの儚さ・抒情、揺れ動く男女の心模様が展開されます。
　音楽ではプッチーニの代表的オペラの名曲を物語に織り込み、能楽師・オペラ歌手・ダンサーの
二人一役で、歌と舞とを演じ分ける挑戦があります。
　歌と幻舞やダンス、日舞、合唱など生演奏でなされる和装スタイルで《動く絵巻物》の能/オペ
ラとしてお楽しみください。
　初日は、国指定史跡小峰城跡を借景に、城山公園内に特設能舞台を設置し、野外にて公演。
　二日目は、コミネス大ホールにてオペラ色を強めた【屋内版（プレミアム）】を公演いたします。
＊相聞（そうもん）…お互いの安否をたずねること。和歌では主に男女の間で交わす恋愛歌。

　先日、ブラックホールの史上初の撮影に成功というニュースが世界を駆け巡りました。重力が巨大で光さえ脱出できないため見えないというお
とめ座・銀河星団にあるM87の中心らしいです。私は万物を吸引してしまう強力な磁場がある★の存在を感じました。
　新元号《令和》を迎えた白河文化交流館コミネスは、新しいシーズンに突入しています。文化芸術を通して、まちの賑わいと市民の多様な交流
を促し、白河の誇りを育むのがコミネスの使命です。コミネスは、これまで舞台芸術分野の中から選りすぐった演目、歴史のまちにふさわしい古
典芸能、子どもたちに情操を豊かにするための公演など100余の様々な公演や事業を実施してまいりました。これら自主事業は、言うまでもな
く住民の付託にお応えし、国の法や市の文化芸術推進計画にも対応するためです。
　また特筆しておきたいのが、白河版オペラ「魔笛」、スペースオペラKEGON、新作楽劇「影向のボレロ」など、プロの芸術家と住民の参加・
協働により創り上げてきた創造的舞台制作です。オペラや楽劇は、多くのアーティストの才能や献身的協力と、皆さんの文化力が結集して初めて
出来あがります。今シーズンは夏、野外の能/オペラ『SO-MON』、冬には、東京芸術劇場・金沢歌劇座とコミネス3館共同制作オペラ「ラ・ト
ラヴィアータ（椿姫）」、秋には「まちなか国際音楽ウイーク」などを予定しています。コミネスが皆様の文化活動の磁場★となって、文化創造都
市白河にいささかでも貢献できればと思っております。

あたらしいFUKUSHIMA2
福島三大テノールの共演

8/24土�17:30開演（17:00開場）�[大ホール]

今回の全国ツアーは、ニューアルバムだけでなく、今
年注目の映画『メリー・ポピンズ�リターンズ』や
ミュージカル『ラブ・ネバー・ダイ』の楽曲なども織
り交ぜてお届けするスペシャルバージョン！大切なも
のはいつも心の中にある・・・平原綾香が歌で表現す
る～幸せのありか～を心ゆくまでお楽しみください！
全席指定　6,800円　　発売中

菅野　　敦 小堀　勇介 伊藤　達人

佐藤　正浩
（音楽監督＆ピアノ）

池田　卓夫
（プロデュースＭＣ）

ファミリーミュージカル

9/14土�15:00開演（14:30開場）�
　　　　　　��[大ホール]

８/18日�15:00開演（14:30開場）�
　　　　　　　[大ホール]

見えない服が、あなたの心を見せてくれる――。
おしゃれが大好きな王様の、新しい服をめぐってお
城中が大騒ぎ！周りの目を気にして、本当のことが
言えない王様と、お城の人たちの物語。
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
　　　　　※友の会各席500円引き
発売日　�友の会�6/17㈪　一般�6/24㈪

家族で楽しめる子どものための本格バレエ公
演。スペインを舞台にくりひろげられる愛と
冒険の物語。劇場でしか味わえない感動と興
奮を、どうぞ家族そろってご来場ください！
全席指定　大人�� 5,000円
　　　　　高校生以下� 1,500円
　　　　　※友の会500円引き（大人のみ）
　　　　　※３歳以下入場不可
　　　　　※膝上鑑賞不可
発売日　友の会�5/20㈪　一般�5/27㈪

撮影：阿部章仁

撮影：熱海俊一

ⓒkiyonori Hasegawa

平原綾香  CONCERT TOUR2019
～ 幸せのありか ～

白河ジャパネスク 能オペラ

恋歌舞　ＳＯ－ＭＯＮ（こいうたまい　そうもん）

令和元年に贈る万葉の絵巻物



申込み・お問合せ先
白河文化交流館
コミネス事業課

ＴＥＬ0248-23-5300
（火曜日休館）

Ｅ-mail：jigyou@cominess.jp

「コミネス友の会」新規入会・更新受付中です！

コミネスの舞台を一緒に創ろう！

■�会員区分　①�個人会員　②�法人会員
■�会　　費　①�個人会員�2,000円　②�法人会員�3,000円
■�有効期限　入会日より翌年の３月31日まで
■�手続方法　Ａ�コミネス窓口申請（現金支払い）
　����　　　　Ｂ�郵送申請（郵便局払込）
■�入会特典　
・コミネスが指定する公演チケットの優先予約・購入（枚数制限有）
・会員価格でのチケット購入※会員価格設定がある公演のみ（枚数制限有）
・コミネスが指定する公演へ特別価格にてご優待
・公演情報の早期提供（コミネス通信・公演チラシの送付）

　会館付属の合唱団として、地域の文化芸術活動への積極的な参加や、団員のスキル
向上など高い目標を持ち練習しています。現在、高校生から80代まで登録数70名
と幅広い世代の方が活躍しています。今年度から、佐藤恵一先生を指導者に迎え、よ
りレベルアップを目指します。

★講師紹介　佐藤　恵一（さとう　けいいち）
国立音楽大学教育音楽学科卒業。昨年県立清陵情報高等学校校長を経て今年4月より県立白河高
等学校常勤講師。福島県庁混声合唱団「きびたき」の指揮者、福島県合唱コンクールで金賞８
回、銀賞５回、銅賞１回。

★基本練習日時……�※毎月第1、2、4木曜日�18：30～20：30（予定）
　　　　　　　　　　コミネス貸館の利用状況により変更になる場合がございます。
★会費　無料(楽譜支給、出演する際の衣装は各自用意)
★会場　�コミネス大ホール又は小ホール
★対象　�中学生以上(学生の場

合、練習会場への保護
者の送迎が必要になり
ます)

★今年度出演予定公演
・�白河ジャパネスク/能オペラ
「恋歌舞�SO-MON」　
・�音楽の祭典1部、2部、3部
・�３館共同制作オペラ
��ラ・トラヴィアータ他

★出演内容：群舞・合唱（�武満�徹�作詞・作曲「小さな空」、
　　　　　　　　　　　　ドリーブ作曲「花の二重唱」を予定）
★稽 古 日：6/6㈭、6/20㈭、7/4㈭、7/18㈭（18：00～ 20：00）
★応募条件：小中学生（参加料無料）
　　　　　　�稽古日程のうち３回と7/19㈮リハ、7/20㈯及び21㈰の本番に

参加できる方
★募集人数：20名程度
★募集期間：5/20㈪まで

※�詳細はHPからご確認ください。
　http://www.cominess.jp

　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です。公演時
にホワイエでお客様をお迎えするレセプショニストや、コミ♪カルクラブ
の事業を一緒に企画・運営していく方を募集中です！

★応募条件：高校生以上
★募集人数：30名程度
★募集期間：随時
★業務内容：公演時のチケットもぎり
　　　　　　客席監視、客席案内
　　　　　　公演の企画・広報など

市民協働による事業の新たなメンバーを大募集！
　３月に開催された「影向のボレロ」では、100名を超える市民キャストが役者や合唱団と
して出演し、プロと市民の協働によって大きな舞台を成功させることができました。また、
コミネスの各公演では、お客様をおもてなしする大切なポジションとして、市民レセプショ
ニストが活躍しています。出演者、技術スタッフ、レセプショニスト、企画・制作者……。
　舞台はこれからも、たくさんの人の手によって観客のもとへ届けられていきます。
　舞台へのかかわり方は様々。選択はあなた次第。
　あなたも舞台の世界を生み出す仲間の一人になりませんか？

白河ジャパネスク 能オペラ

恋歌舞 SO-MON

コミネス♪カルチャークラブ

コミネス混声合唱団

　コミネスの技術サポーター育成プログラムです。バンド、演劇などの活
動をしている学生・社会人、舞台技術に興味のある方、ぜひご応募くださ
い！全講座終了後、コミネスカルチャークラブ（市民クラブ）の主催する
事業で技術スタッフとして公演に参加し、全講座終了後に「養成講座修了
証」を授与致します。
★募集期間：6月上旬まで
★募集人数：20名程度
★会　　場：コミネス小ホール
★対　　象：高校生以上
★参 加 料：無料
★申　　込：�館内設置またはＨＰ

掲載の申込書で申し
込み下さい。

舞台技術者養成講座

10/ ２（水）●日露交歓コンサート2019
11/ ３（日）－10（日）
　　　　　　●白河まちなか国際音楽ウィーク
　　　　　　　ボローニャ歌劇場弦楽五重奏～東京音楽コンクール入賞者とともに～（11/3㈰）
　　　　　　　ジャコバン・ガラ・コンサート（11/10㈰）ほか
１/26（日）●第５回ハイスクール劇王�高校生短編演劇競技大会
２/ ９（日）●�コミネス・金沢歌劇座・東京芸術劇場�３館共同制作オペラ
　　　　　　　ラ・トラヴィアータ（椿姫）
１月予定　　●第４回コミネス新春寄席
２月予定　　●無声映画�活弁・伴奏上映会

2019-2020シーズン　コミネス下半期事業

※内容等変更になる場合があります。予めご了承下さい。

★開催日時及び内容（全18回）
　【第1 ～ 16回】
　  ６/ 5（水）  開講式、『オリエンテーション

(施設見学)』
　  ６/19（水） 『舞台機構の仕組みと安全管理』
　  ７/ 1（月） 『講習会』
　  ７/17（水） 『舞台照明について』
　  ８/ 7（水） 『舞台照明について』
　  ８/21（水） 『仕込み図について』
　  ９/ 4（水） 『仕込み再現①』
　  ９/18（水） 『仕込み再現②』
　10 /16（水） 『仕込み再現③』
　10 /30（水） 『プラン作成（A）』
　11 /13（水） 『プラン仕込み（A）』
　11 /27（水） 『プラン作成（B）』
　12 / 4（水） 『プラン仕込み（B）』
　12 /18（水） 『プラン作成（C）』
　  １/15（水） 『プラン仕込み（C）』
　  １/29（水） 『公演打ち合わせ』
　【第17・18回】　２月未定
　『成果発表①プラン作成』、『成果発表②公演仕込み』

出演者
募集!!



NPO法人カルチャーネットワーク

CultureNetwork

編集・発行　白河文化交流館コミネス指定管理者 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  WEB：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。

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。

チケット販売情報　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。

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。

しらかわ地域のイベント・公演情報 2019．５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。

近隣地域のイベント・公演情報 2019．５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。

TEL・FAX　０２４８- ２２- ５２７１　E-mail：culture.network@flute.ocn.ne.jp

6/ 29［ 土 ］
キヨヅカランド
①17:00 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

7/ 20［ 土 ］
「恋歌舞SO-MON」野外版
①18:30 ②S席4,000円、A席3,000円、B席2,000円、C席1,000円 ③小峰城跡城山公園
④0248-23-5300

7/ 21［ 日 ］ 「恋歌舞SO-MON」屋内版（プレミアム）
①14:00 ②S席4,000円、A席3,000円、B席2,000円 ③コミネス大ホール ④0248-23-5300

8/ 24［ 土 ］ 平原綾香　コンサートツアー 2019 ～幸せのありか～
①17:30 ②全席指定6,800円 ③コミネス大ホール ④022-266-7555（ニュース・プロモーション）

8/ 31［ 土 ］ 東汐璃　感謝の集い＆笑顔クラブ発表会
①13:00 ②全席自由　2,000円 ③コミネス小ホール ④090-7335-4377

継続中 山葡萄作品展（～ 31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

緑川産業「全国62円の旅」（～ 9日）
10:00 ～ 17:00（最終日　15:00）　②緑川産業　③無料　④緑川産業　⑤0248-22-3300

1 ［ 水 ］ 開館3周年記念特別事業 NHK交響楽団演奏会 白河公演
①15:00　②コミネス大ホール　③全席指定 SS席 10,000円（売り切れ）、 S席8,000円、 A席7,000円、 
B席5,000円（売り切れ）　④コミネス　⑤0248-23-5300

和物手作展（～15日）
①10:00～18:00（月休　月祝翌休）　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 ［ 金 ］ 白河ハリストス正教会　春季一般公開　山下りん　猫「イコン」(～6日) 
①10:00～15:30　②白河ハリストス正教会　③無料　④白河ハリストス正教会　⑤0248-23-4543

5 ［ 日 ］ 矢吹町書道愛好会展（～26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

平成30年度　保管作品展（小学生の作品）(～26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

11［ 土 ］ 緑川産業「ハンドメイド展」（～ 30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

12［ 日 ］ 白河茶道連盟　第67回春季茶会
①9:00 ～ 15:00　②南湖公園内　第一席　蘿月庵　江戸千家　高根澤宗久社中
　　　　　　　　　　　　　　　　 第二席　松楽亭　表千家　瀧澤宗洋社中
　　　　　　　　　　　　　　　　 第三席　野　点　裏千家　秋山宗代社中・加藤宗久社中・安田宗里社中
③2,000円（当日2,500円）　④白河茶道連盟　⑤0248-22-1811（須釜）

16［ 木 ］ レザークラフト展(～31日)
①10:00～18:00（月休　月祝翌休）　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

21［ 火 ］ 定期座禅会
①6:30　②大統寺（白河市馬町）　③無料（要申込）　④大統寺　⑤0248-23-2723

22［ 水 ］ 第102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

24［ 金 ］ 最強歌まねオンステージ
①19:00　②棚倉町文化センター（倉美館）　③全席指定　4,000円（当日4,500円）　④倉美館運営協会
⑤0247-33-9610　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  チ

29［ 水 ］ 演歌!夢のビッグショー
①12:00　②コミネス大ホール　③S席指定 5,500円　④オカダプランニング　⑤0225-22-0934　　チ

30［ 木 ］ 東京佼成ウインドオーケストラ白河公演
①18:30　②コミネス大ホール　③全席自由 一般2,500円、高校生以下1,500円
④明るい社会づくり運動・福島県白河地区協議会　⑤0248-22-0087（明るい社会づくり運動事務局）　 チ

31［ 金 ］ 第３１回表郷戦争回顧展（～６月２日）
①31日：13:30 ～ 17:00 　1日：9:00 ～ 17:00  2日：9:00 ～ 16:00
②表郷公民館　③無料　④同実行委員会　⑤080-5577-4949（祓川）
※≪戦争体験語り≫１日（土）13:30から「満州の記憶 9歳の逃避行 弟妹犠牲」
　　　　　　　　　２日（日）13:30から「フィリピンにて子どもが見た戦争」

立教志塾定例研修会
①18:30 ～ 20:00　②白河市立図書館 地域交流室　③500円　④立教志塾　⑤0248-23-1427

11［ 土 ］ フェアリーヴォーチェコンサート
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール　③全席自由　大人1,000円、大学生以下500円
④公益財団法人那須野が原文化振興財団　⑤0287-24-0880

12［ 日 ］ 今井奈緒子オルガンリサイタル
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール　③全席自由　一般2,000円、小・中学生1,000円
④公益財団法人那須野が原文化振興財団　⑤0287-24-0880

…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

　通常の営業は日曜日と月曜日10：00～ 17：00です。
カフェ部を営業する他にヨガ教室、織り教室を開催し、自然
に即した生活を提唱しています。味噌、梅干し、柿酢、酵素
ドリンクなどの作り方をお教えするだけでなく、最近はよろ
ず相談所化していますので、お気軽にご相談ください。出張
指導も致します。

ツツジ祭り
４/27㈯～5/6㈪　10：00～ 17：00
　工房敷地内の白河市歴史的風致形成建造物の指定になって
いる小峰城外堀土塁跡の石垣の上に毎年色鮮やかな巨木のツ
ツジが咲き誇り見事で、毎年ツツジ祭りを開催し、多くの方
に見ていただいています。工房も築120年を超え、レトロ
な佇まいで、家具や雑貨も趣があります。蔵ギャラリーでは
草木染ストールや織った作品等を展示販売いたします。着物
などの古布もたくさんあるのでリメイクされる方は是非。
　期間中は予約で体にやさしいランチも提供いたします。
お問い合わせ　〒961-0074　白河市郭内11
ゆう工房　0248－27－7741
ブログ：https://blog.goo.ne.jp/yukobo-kakunai
メール：yukobokakunai11@gmail.com

　Ust白河は、毎週木曜日夜8時
頃からインターネットを利用し
て、白河の情報をゆるくまったり
配信しているインターネットTV
局です。内容は、イベントを主催

している方や店をオープンさせた方にスタジオに来ていただ
いて直接お話しをうかがう「PRコーナー」、白河で活動す
る方の目的や思いをお話しいただく「ゲストトーク」、市内
を撮影した動画を見ながら街のアレコレを紹介する「白河の
車窓から」、白河のことがちょっとだけ詳しくなれるかもし
れない「Ust白河的しらかわ検定」など、皆さんが知ってい
たり知らなかった白河を紹介しています。
　私たちは趣味のグループです。白河が好きな人や白河のこ
とをもっと知りたいと思う人、映像機材や音響機材が好きな
人など、気軽さと楽しさを保ちながら週1回集まって活動し
ています。ぜひ一度、配信をご覧になってもっと白河を好き
になっていただけたらと思います。
Ust白河ウェブサイト https://ustshirakawa.jimdo.com
Facebookページ https://www.facebook.com/ustshirakawa
twitterアカウント @ustshirakawa

スローライフのゆう工房


