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2020年2月9日㈰
14:00開演 / 13:00開場

チケット発売開始！
10月2日㈬ 友の会先行発売 ／ 10月7日㈪ 一般発売

全国共同制作オペラ（白河・金沢・東京）
ヴェルディ／歌劇『ラ・トラヴィアータ』 （椿姫）全幕

（新演出・日本語字幕付・原語上演）

S席……￥8,000　A席……￥6,000　B席……￥5,000　C席……￥3,000　SS席……￥10,000
・コミネス友の会　各席500円引き・車いす席はコミネス窓口でのみ取り扱います。・未就学児の入場はご遠慮ください。・託児サービス有り（有料）※詳細はお問い合わせ下さい。

白河文化交流館コミネス：0248-23-5300（受付時間9：00 ～ 20：00）
10月22日（火）を除く火曜休館　※10月23日（水）は振替休館となります。

ネット予約　http://cominess.jp/tiket-2
・チケットぴあ：0570-02-9999（24時間・音声自動応答Pコード：164-799）
・ローソンチケット：0570-084-002（音声自動応答Ｌコード：22238）
・イープラス：http://eplus.jp/

白河初演！

演出・振付：矢内原美邦　　　合唱：コミネス混声合唱団（白河公演）

ヴィオレッタ：
エヴァ ･メイ(ソプラノ)

指揮：
ヘンリク・シェーファー

イェーテボリ歌劇場音楽監督

管弦楽：
オーケストラ・アンサンブル金沢

世界的な歌姫

　「ラ・トラヴィアータ」は通称「椿姫」と称される世界中で愛される人気オペラです。音楽はイタリアの巨匠ジゼッペ・ヴェルディ中期
の最高傑作と言われ、《乾杯の歌》をはじめ一度聴いたら忘れられない曲が続きます。
　出演は世界中の歌劇場で主役を歌っているエヴァ・メイが登場、海外でも評判のダンス集団を率いる矢内原美邦が初演出に挑戦します。
　音楽的にも演劇的にも新鮮なプロダクションが、東京・金沢・白河と3館共同で制作され、いよいよ売り出されます。なんと白河初演
となっています。

“この音楽を聴くだけで 心がふるえ 自然に涙があふれてくる…。”



　私が演劇を始めたのは去年の春からでした。

白河演劇塾に姉が入っていたので、私も少し興味があり、入って

みるととても楽しかったのを今でも覚えています。演劇を始めて

から、私は舞台のことについても少し学びたくなり、この講座を

受けることに致しました。私がとても面白いなと興味をもてたの

は光の三原色などを使う舞台照明です。舞台を作る上に大変重要

な照明は、役者がこうしたいと思う色に合わせるだけでなく、直

感やセンスが必要になってくるのが、個人的には面白いと思いま

した。自分のレベルアップに繋がっているので、とても楽しく学

ばせて頂いてます！

　5回目となる舞台技術者養成講座は「舞台照明
について」の講座が行われました。

コミネス人材育成講座
舞台技術者養成講座

宝くじまちの音楽会
南こうせつ with ウー・ファン

～心のうたコンサート～
11/29金　[大ホール]
18:30開演（18:00開場）
全席指定 2,000円（1人5枚まで）
宝くじ助成による特別料金です。
発売日：10/7㈪

歌手の南こうせつと、中国古
箏奏者のウー・ファンによる
コンサート。
名曲「神田川」、「妹」などの
ほか、地元合唱団との共演な
ど盛りだくさんの音楽会。

新作能「雪の精」
10/17木　[大ホール]
14:00開演（13:30開場）
全席自由  一般：3,500円
　　　 　U29：2,000円（税別）
※ U29は29歳以下が対象です。公演当日に年齢の確認で

きるものをご提示ください。
出演： 梅若実(人間国宝)、松山隆雄、松山隆之ほか
演目： 仕舞「羽衣」、「隅田川」、「猩々」、連吟「遊

行柳」、新作能「雪の精」

月あかりに照らされた白
銀の世界をほうふつとさ
せる新作能。美しい舞、
二胡の響き、囃子の絶妙
なコラボレーションで雪
の精の情念が表現されま
す。

ワンコイン☆クリスマスコンサート

「平子ひさえ　and　Friends」
12/12木　[大ホール]
14:00開演（13:30開場）
チケット料金　全席指定　500円
発売日：友の会・一般ともに10/21㈪
無料招待券　10/21㈪から11/4㈪まで
　　　　　　 友の会会員お一人様につき1枚、先着300名

出演者： 平子ひさえ（マリンバ、パーカッション）、久保田美絵（ピアノ）、
クロス理恵（パーカッション）

打楽器奏者　平子ひさえさん　　　
私の生まれ育った白河に、素晴らしいコンサートホール「コミネス」が誕生
したことを本当に嬉しく思います。12月のワンコインコンサートでは、マ
リンバ、ピアノ、パーカッションにて、
お馴染みの曲をお届けいたします。コミ
ネスの素晴らしい音響とマリンバの豊か
な響きのコラボレーション、生でしか味
わえない響きをぜひご体感いただければ
幸いです。コミネス友の会の皆様へ日頃
の感謝を込めて…

サイレント映画ライヴ
～無声映画を彩るカツベンの世界～
映画、語り、音楽、ライヴで体験するサイレント映画!!

12/20-21　[小ホール]

12/20金 18:30開演（18:00開場）
　『第七天国』(1927)☆第１回アカデミー賞 監督賞・主演女優賞
　　弁士：縁寿　楽士：松波里香（ピアノ）

12/21土　14:00開演（13:30開場）
　『キートンのマイホーム』（1920）
　『チャップリンの冒険』(1917)
　『番場の忠太郎 瞼の母』（1931）主演：片岡千恵蔵
　　弁士：縁寿　楽士：湯浅ジョウイチ（ギター・三味線）
各回全席自由
前　売　一般1,300円  友の会1,000円　U29 800円
当日券　一般1,500円  友の会1,200円　U29 1,000円
※ U29は公演当日に29歳以下の方が対象です。当日年齢確認できる

ものをご持参ください。

チケット発売日　11/6㈬

一青窈の約２年ぶりとなる全国ツアー！
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 TOUR 2019-2020
 窈窕關關（YO-CHO-CAN-CAN）
11/25月　[大ホール]
18:30開演（18:00開場）
全席指定 6,800円　好評発売中

のびやかに、たおやかに響く一青窈の名曲の数々を
お聞き逃しなく!!

【振替休館日のお知らせ】
　10月22日㈫は祝日（即位礼正殿の儀が行われる日）のため
営業いたします。
　翌日10月23日㈬が振替休館日となります。

【展示コーナーのご利用について】
　文化活動等の成果発表の場として、展示コーナーを無料で利用
することができます。（期間は最長４週間です。また、販売目的
の展示はできません。）
　詳しくは職員にお尋ねください。

【館内施設の利用申込みについて】
　大ホール・小ホールを利用される場合、お申込みは利用予定日
の１年前の同月１日から受付開始となります（例：来年11月15
日にご利用希望の場合、本年11月1日より受付開始になります。）
　なお、練習室及びミーティング室は、３か月前の１日からお申
込みが可能です。

須藤　隼音さん

コミネス伝言板
管理課
　から！

　超高齢化社会や地方の衰退が叫ばれるなか、未来の地域振興のキーワードは、暮らしに
欠かせない「文化」と、人と人をつなぐ「コミュニティー」です。
フランスでの２０年にわたる芸術文化プロデューサーとしての実績と事例をもとに、音楽
祭からはじまる新しい時代の地域振興と国際交流を考えます。

舞台制作者養成講座 vol.4

10/16㈬　［小ホール］　18:30 ～ 20:30　聴講無料（事前申込不要）
演題「音楽祭からはじまる新しい時代の国際交流」
　講師： 浦久　俊彦（一般財団法人欧州日本藝術財団　代表理事　サラマンカホール　音楽監督）
プロフィール
1961年生まれ。文筆家、音楽プロデューサー。パリで音楽学、歴史社会学、哲学を学ぶ。フランスでの20年にわたる
作曲・音楽研究活動を経て帰国。２００７年、三井住友海上しらかわホールのエグゼクティブ・ディレクターに就任。
｢ショパン鍵盤のミステリー ｣「ベートーヴェン鍵盤の宇宙」 「マーラー交響曲の新世紀」など画期的なコンサート・プロ
ジェクトの仕掛け人でもある。著書に『フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか』（新潮社）がある。
vol.5　11月15日㈮　矢内原美邦（振付家／劇作家、演出家／ダンサー、ニブロール主宰）

vol.6　12月11日㈬　是永　幹夫（ホルトホール大分統括責任者）

Ⓒ新津保 建秀

白河まちなか国際音楽ウィーク2019in白河 まちなかでの全プログラムが決定！

Ｆ　玄豆屋レコード美術館
まちなかの蔵でも演奏！

11/8金
①15:30　ジャン＝バティスト・フォンルプト
②16:30　レミ・パノシアン

Ａ　コミネス小ホール
10/16水　18:30 ～ 20:30　入場無料
コミネス舞台制作者養成講座

「音楽祭からはじまる新しい時代の国際交流」
講師：浦久俊彦

（一般財団法人欧州日本藝術財団　代表理事　サラマンカホール　音楽監督）

B　白河市立図書館中会議室
10/21月　15:00　入場無料

クラリネット アレッサンドロ・ベヴェラリ
～イタリア ボローニャのお話とともに～
演　奏： アレッサンドロ・ベヴェラリ（クラリネット）
　　　　堀内由起子（ピアノ）
トーク： 志賀野桂一（コミネス館長）
　　　　吉田牧子（東京文化会館 事業企画課 創造発信担当係長）
　　　　田中伸哉（白河市立図書館りぶらん館長）

Ａ　コミネス大ホール
11/3日　15:00開演（14:30開場）
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～
全席指定　S席2,200円　A席1,100円　U29　550円
※ U29チケットは公演当日に29歳以下の方が対象です。
　公演日に年齢が判るものをご持参ください。 
・ヴィヴァルディ：四季　ほか

Ａ　コミネス大ホール
ジャコバン国際ピアノ音楽祭2019in白河
各回全席自由　1,100円　各回30分前開場

11/9土
①13:30　レミ・パノシアン ジャズの真骨頂！
②15:30　ジャン＝バティスト・フォンルプト
　　　　　リストを弾く！
リスト： 巡礼の年　第１年　スイス　より
　　　　ウィリアム・テルの聖堂、オーベルマンの谷　ほか

11/10日
①13:30　ジャン＝バティスト・フォンルプト ショパンを弾く！
ショパン： ノクターン　ハ短調　op.48-1、バラード　第４番　

ヘ短調　op.52、４つのマズルカ　op.30-1、op6-2、
op24-2、op63-1、ほか

②15:30　レミ・パノシアン
　　　　　 フランスでもっとも熱いジャズ！

フランスが誇る
若き天才!!

気鋭のピアニスト
リストの再来!!

白河文化交流館コミネスＡ

Ａ

藤屋蔵

玄豆屋レコード美術館

Ｅ

Ｅ　藤屋蔵
11/7木　入場無料
蔵でクラシック！
　～椿姫ハイライトほか～
①13:00~13:20
②15:40~16:00
中山美紀（ソプラノ）
小沼俊太郎（テノール）
堀内由紀子（ピアノ）

Ｅ

Ｆ

Ｆ

黙劇のススメ
さとうゆみ（パントマイム）、鼓緒太（ピアノ）

11/8金　入場無料
13:30~13:50　Ｆ　玄豆屋レコード美術館

11/9土・11/10日
●11:00~11:20　E　藤屋蔵
●12:40~13:00　A　カギガタモールＡ

Ｅ

Ｆ

白河市立図書館

旧脇本陣柳屋旅館蔵座敷

茶房留

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ　旧脇本陣柳屋旅館蔵座敷
11/7木
邦楽コンサート　入場無料
①11:30~12:00
②14:30~15:00
出演：田辺 明（三味線）
　　　沖政一志（箏）

Ｃ

Ｄ

Ｄ　茶房瑠
11/4月� ①11:00~11:20
 ②12:00~12:20
黙劇のススメ
ワルシャワ国際マイムフェスティバル
にも出演した白河出身のマイム俳優！
さとうゆみ（パントマイム）
入場無料（1ドリンクオーダー）

Ｄ Ｄ　茶房瑠
11/6水
ヤマカミヒトミ ジャズDuo ライブ
　①12:30~12:50
　②13:30~13:50
　③19:00~19:30
入場無料（1ドリンクオーダー）
出演：ヤマカミヒトミ（サックス）
　　　後藤匡徳（ピアノ）

Ｄ

飲食ブースを出店！　A

11/3日　13:00 ～ 17:30　11/4月　12:00 ～ 17:00
君島酒店、カリーノ、ミクロカフェ

11/9-10　12:00 ～ 17:00
君島酒店、ミクロカフェ (10日のみ)、大野農園、山田パン

第４回コミネス新春寄席
新春はコミネスで

たくさん笑ってく
ださい！

寄席の楽しさをお
届けします。2021年1/26日　[大ホール]

13:30開演（13:00開場）
全席指定　S席 3,300円
　　　　　A席 2,500円
　　　　　B席 2,000円
　　　　　※友の会300円引き
　　　　　　(S席A席が対象・2枚まで)

発売日：友の会先行10/14（月・祝）
　　　　一般10/21㈪
出演： 柳家三三(真打)、
　　　六花亭遊花（東北弁落語）
　　　鼓風☆響（和太鼓と津軽三味線）
　　　ザ・ニュースペーパー（コント）
　　　他　前座

レミ・パノシアン

Ａ　コミネス小ホール
11/4月　13:30開演
　　　　　  （13:00開場）
全席自由　1,100円

イタリアの風
カンツォーネ
加藤ジュンコ
話題沸騰！ナポリ大物歌手とのデュエットＣＤを発売中！

ⓒVivace Music

Ａ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ　コミネス小ホール
11/4月　15:30開演
　　　　　  （15:00開場）
全席自由　1,100円

フランスの風
シャンソン
和サブロー
パリ在住35年の奇跡のシャンソン歌手!!

ⓒ打田浩一

Ａ

ジャン＝バティスト・フォンルプト

Ｆ　玄豆屋レコード美術館
11/6水
タップダンスライブ　入場無料
①15:30~15:50　②16:30~16:50

Ｅ　藤屋蔵
タップダンスワークショップ　18:30~20:00
出演： 中山貴踏（タップダンス）　御木惇史（ドラム）
参加無料　参加希望の方はコミネスまでお問い合わせください。

Ｅ

Ｆ
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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。

交　　通
アクセス

チケット販売情報（10月以降）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。

10/ 5［土］ 奥州白河太鼓　県南地方和太鼓の饗宴
①11:00～ 16:00　②全席自由　500円　③コミネス大ホール　④090-2023-9822（奥州白河太鼓　会長　加藤久尚）

10/ 12［土］ 沢田研二　LIVE　2019「SHOUT!」
①16:30　②全席指定　8,000円　③コミネス大ホール　④0570-200-027（GIP）

10/ 14［月］ 水谷千重子　ありがとうコンサート
①16:00　②全席指定　5,800円　③コミネス大ホール　④0570-200-027（GIP）

10/ 19［土］ イルカほのぼのコンサート～ We Love You Planet ！～
①17:00　②SS席7,900円　S席6,500円　A席5,000円　③コミネス大ホール　④022-222-2033（ギルドネクスト）

10/ 20［日］ 白河太鼓フェスティバル2019
①13:00　②全席自由　一般前売2,000円/当日2,500円、高校生1,000円、中学生500円、小学生以下無料　③コミネス大ホール　④0248-23-3031（白河醸造内）

10/ 21［月］ 夢スター歌謡祭　春組対秋組歌合戦
①18:00　②全席指定　PS席8,500円（税別）　③コミネス大ホール　④03-5395-7503（夢グループ）

11/ 24［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（中島村滑津うぐいす会　畠山）

12/ 15［日］ ゴスペルコンサート2019　ABOO SINGERS
①14:00　②全席自由　500円（当日800円）、未就学児無料　③コミネス小ホール　④0248-22-5271（コミネス内：NPO法人カルチャーネットワーク）

しらかわ地域のイベント・公演情報� 2019．10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。

継続中 ハンドメイド仲間展（グラスアート、ポーセラーツ、タイルクラフト、シルエットアート、ワイヤーバッグ、トールペイント等　飯田清子、後木幸子、増子道子）（～ 10日）
①10:00～ 17:00（最終日15:00）　②緑川産業ギャラリー　③無料　④緑川産業　⑤0248-22-3300
小峰城歴史館特別企画展「白河藩主七家二十一代」（～ 14日）
①9:00～ 17:00　②小峰城歴史館　③一般300円、小中高生・障がい者100円　④白河市　⑤0248-27-2310（白河市文化財課）
第３回　昆虫標本と昆虫写真展（福島ファウナ調査グループ）（～ 20日）
①9:00～ 17:00（最終日15:00、月休）　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
五歳児作品展（中畑・三神幼稚園）（～ 20日）
①9:00～ 17:00（最終日15:00、月休）　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
山蒲萄作品展（～ 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菊地綿店　⑤0248-23-2662
中山義秀記念文学館テーマ展「義秀の愛した会津街道―歴史と文化―」（～ 11月24日）
①10:00～ 18:00（月休、月祝翌休）　　②中山義秀記念文学館　③大人200円　小人100円　④中山義秀記念文学館　⑤0248-46-3614
まほろん企画展　渦文―時を超える文様―（～ 12月15日）
①9:30～ 17:00　②まほろん特別展示室　③無料　④まほろん　⑤0248-21-0700

1［火］ パッチワーク二人展（緑川礼子、近藤真知子）（～ 16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

5［土］ 転入女性のしゃべり場　tenten Cafe in しらかわ「転入によってリセットされた仕事やキャリアについて」
①10:00～ 12:00　②コミュニティカフェEMANON（白河市本町）　③500円（飲み物・お菓子付き）　④福島県県南地方振興局　⑤0248-21-5779
なすかしの森ファミリーフェスティバル2019（～ 6日）
①5日　(A)13:00～ 15:30(絵本作家によるワークショップ)、(B)16:00～ 20:00(宿泊・遊びりんピック・星空観察)、6日(C)10:00～
15:00(フェスティバル本番)　②国立那須甲子青少年自然の家　③(A)無料(要申込)　(B)中学生以上2,500円、小学生2,000円、３歳以上
の未就学児1,500円、3歳未満500円(宿泊要申込)　(C)無料(一部有料ブース有)　④国立那須甲子青少年自然の家　⑤0248-36-2331

12［土］ まほろん講演会「福島県の装飾横穴を解く―渦文の宇宙―」
①13:00～ 15:00　②まほろん　③無料　④まほろん　⑤0248-21-0700
緑川産業　趣味の会（レザークラフト、レース、小物　根本悦子、草野順子、松本明子、鈴木珠江、古澤和子、佐藤スミ子）（～ 31日）
①10:00～ 17:00（最終日15:00）　②緑川産業ギャラリー　③無料　④緑川産業　⑤0248-22-3300

13［日］「義秀の愛した会津街道―歴史と文化―」ギャラリートークと朗読会
①13:30　②中山義秀記念文学館　③大人200円、小人100円　④中山義秀記念文学館　⑤0248-46-3614（中山義秀記念文学館）
白河茶道連盟　第67回秋季茶会
①9:00～ 15:00　②南湖公園内（籮月庵・翠楽苑）　第一席「籮月庵」表千家　河島宗雲社中、第二席「秋水庵」江戸千家　川崎宗
代社中、第三席「松楽亭」鎮信流　島村松桃社中　③前売2,000円、当日2,500円　④白河茶道連盟　⑤0248-22-1811（須釜）　
第8回サイクルロードレース「城（ジロ）d（デ）’白河」2019
①8:00～ 14:00　②JR白河駅前道路　③見学無料　④「さあいこう！白河Project」実行委員会　⑤0248-24-2400
松本一哉　サウンドパフォーマンス「鐡冴ゆる」　
①19:00　②EMANON（白河市本町）　③2,000円　④EMANON　⑤0248-57-4067

16［水］ 第65回白河市総合美術展覧会（～ 20日）
①10:00～ 18:00（最終日～15:00）　②マイタウン白河1階アートギャラリー及び１階ロビー　③無料　④白河市総合美術展覧会実行委員会　⑤0248-22-1111（白河市市長公室　文化振興課）

18［金］ レザークラフト展（佐藤リヱ子）（～ 29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

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

「祝令和記念！福幸市＆お祝いのイルミネーション点灯」
①12:00～ 17:00　②JRバス磐城金山駅駐車場　③無料　④NPO法人表郷ボランティアネットワーク　⑤080-5557-7072

23［水］ 第107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

26［土］ あゆり祭「町民美術展・書写展」（矢吹町内の幼・保・小・中の作品）（～ 11月24日）
①9:00～ 17:00（最終日15:00、月休）　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
あゆり祭「町民美術展」（一般町民作品/矢吹中学生絵画）（～ 11月24日）
①9:00～ 17:00（最終日15:00、月休）　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

「東北文化の日」の施設無料開放（～ 27日、11月3日）
①10:00～ 18:00　②中山義秀記念文学館・ふるさと文化伝承館　③無料　④中山義秀記念文学館　⑤0248-46-3614

27［日］ DRUM　TAO　「ザ・ドラマーズ」
①18:00　②棚倉町文化センター（倉美館）　③全席指定5,000円　④倉美館運営協会　⑤0247-33-9610　

29［火］ 立教志塾定例研修会「東日本大震災から学んだ―傾聴の心―」（講師：金田諦應師）
①18:30　②はくしん　イベントホール（東支店）　③500円　④（公財）立教志塾　⑤0248-23-1427

近隣地域のイベント・公演情報� 2019．10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。

6［日］ 耳なし芳一とクラシック名曲アルバム
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール小ホール　③全席指定　大人2,000円、小中学生無料　④公益財団法人那須野が原文化振興財団　⑤0287-24-0880

27［日］ 島田歌穂＆島健Duoコンサート
①15:00　②那須野が原ハーモニーホール大ホール　③全席指定　3,000円　④公益財団法人那須野が原文化振興財団　⑤0287-24-0880

関の工房野の花
　1985年東京池袋カルチャーに入学。徳島阿波藍建を一
年間勉強。其の後、名古屋鳴海有松絞り伝統工芸士に技法を
25年間師事をうけました。
　東京のグループ藍遊会に席をおき作家活動中、其の傍ら主
人の力を借りて野の花ギャラリーを立ち上げ、手作り染物、
竹、ぶどう皮細工など展示。御蔭様で東レディスセミナー、
長沼町商工会婦人部、大信公民館、白河中央公民館、岩瀬町
高齢者学級、矢吹町ふるさとの森芸術村、公民館など多くの
勉強の場所をいただき、藍染・草木染・ぶどうづる細工いろ
いろな製作活動をする事が出来、感謝してます。又、平成最
後において大きな賞をいただきました。日本民芸館、中部染
色展（名古屋）新匠工芸展、令和も製作中です。
　人間一生勉強という言葉にはげまされ、前進のみ活動した

いと思います。お店にお越し
の際はお電話で一声！

お問い合わせ
関の工房野の花　菊地　蘭子　

TEL：0248-23-2662

松山バレエ学校白河支部
　松山バレエ学校白河支部は、2000年に白河市に設立され
た松山バレエ学校初の東北の支部です。日本バレエ界の先駆
者、松山樹子によって戦後まもなく東京・青山に創立された
松山バレエ団は昨年70周年を迎え、以来「芸術は人々の幸
せのためにある」との思いを大切に活動して参りました。本
校では、お稽古に来る生徒の皆さんが自分と向き合い、困難
を乗り越えた先にある喜びを力に変え、周りのご家族や友人
までも幸せにできるバレエという芸術を体感してもらえるよ
う指導しています。
　11月17日㈰には、第９回発表会をコミネス大ホールに
て開催します。生徒たちの頑張りをぜひ皆様に応援していた
だき、幸せな時間を共有できればと思います。入場は無料で
す。どうぞ劇場に足をお運びになり、芸術の力を体感してく
ださい。
　また、随時入会も受け付けています。見学・体験もできま
すので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
松山バレエ学校白河支部　代表：鈴木　禎子
TEL：0248-27-4772　携帯 090-3089-6916


