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その先にある創造へ

【青海波】Seigaiha
世界各地で用いられている弧を重ねた文様です。広い海に広が
る波文様は未来永劫へと続く平和への願いが込められています。

文化創造都市　白河のこれから

文化がまちづくりの柱になる

チェンバロ奏者の曽根麻矢子さんの
 コンサートを図書館連携企画で開催

春のぐるり白河文化遺産めぐりツアー

重点施策……基本計画のなかでも特に大切な取り組みである４つの施策を紹介します

①文化芸術に親しんでいる市民への支援の充実
　・ 鑑 賞  コミネス自主事業、しらかわ音楽の祭典etc
　・ 発 表  東音楽フェスティバル、市民芸能大会、市総合美術展覧会の充実etc

②文化芸術による新たなライフスタイルの創出 
　・わーくわく！キッズ☆カルチャースクールの充実、まちなか音楽祭の実施etc

③本市オリジナルな活動団体の組織
　・市民による第九コンサートの実施、市民オーケストラの結成etc
　・白河文化芸術アカデミー（仮称）の設立※
　※しらかわの文化芸術施策の推奨支援を行う、地域密着型の専門機関を想定

④文化芸術を活用したまちづくり
　・まちなかを回遊しながら、文化芸術を鑑賞・体験・創造する
　　ことができるイべントの開催
　・まちなかアートフェスティバル、空き店舗や寺院を活用した事業の実施etc
※その他、基本施策では障がい者の舞台芸術・アート展の実施など、文化芸術の社会的包摂機能を活
　用した事業の展望等も盛り込まれています。

白河市文化創造都市宣言がコミネスのロビーに掲示されました

わーくわく！キッズ☆カルチャースクール第九コンサートへ向けた合唱練習

文化芸術から生み出される様々な力。２０１７年６月に国で施行された文化芸術基本法では、その
価値を観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の様々な分野と関連付け、文化芸術
と社会の発展・創造へ活用していくことが理念として盛り込まれました。白河市は2016年10月
にコミネス開館と同時に「文化創造都市宣言」を行い、そして今年2018年3月には、この先5年間
(2018-2022年)の白河市の文化芸術振興の計画となる「白河市文化芸術推進基本計画」が作成
されました。この計画をもとにした様々な文化芸術活動を通じて私たちの街がさらに活力にあふ
れ、創造的な地域となっていくことが期待されます。



能「安達原」
コミネスがおくる伝統芸能の系譜を辿るシリーズ

陸奥 安達ヶ原の鬼婆伝説
能で覗く 
人の心の秘められた世界

9/24月㉁　13:30開演（13:00開場）
［コミネス大ホール］　発売中
全席指定　S席：4,000円　A席：3,000円　
　　　　  U24：2,000円
※友の会はU24を除き500円引き（お一人2枚まで）

FUKUSHIMA TAP 
PROJECT～白河～  能楽ワークショップ

コミネスピアノ開放DAY

さあ、見てみよう、聴いてみよう、やってみよう　　この夏からコミネスはさらに楽しくなります

【演目】
能のお話し 
連吟「四

し

海
かい

波
なみ

」　 白河櫻謡会、白河白謡会
仕舞「重

おも

荷
に

」　　 梅若実
能「安

あ

達
だち

原
はら

」　 里女　松山隆之
　　　　　　　　鬼女　松山隆雄

伝統芸能の系譜を辿るシリーズ①公演ダイジェスト
5/26日  雅楽 瑞鳳会 演奏会
初めて雅楽に親しむ方々にも楽しんでいただけるよう解説付きのレクチャーコンサー
ト形式で白河初の本格的な雅楽の演奏会を開催しました。
お客様の声  詳しい説明により、雅楽

が身近に感じられるようになりました。

楽しみ方を知ることで、また鑑賞した

いと思うようになりました。独特な音

色は、まるで神の世界に足を踏み入れ

たような気持になりました。演奏も解

説も大変良かったです。（50代／女性）　

能の演目で「道成寺」「葵上」とともに三鬼女と呼ばれる「安達原」。安達原の舞台は現在
の福島県二本松市の安達太良山麗で、人を喰らっていたという鬼婆伝説が基となっています。
別名「黒塚」とも呼ばれ、能の他にも浄瑠璃、歌舞伎、文学、オペラなどでも作品化され、あ
の手塚治虫も宇宙を舞台とした黒塚の漫画を残しています。
決して暴かれたくなかった秘密を見られ、怒りのあまり鬼と化す女。なぜ女は鬼とならねばな
らなかったのか？女／鬼の哀しみと恐ろしさを伝える陸奥の鬼婆伝説をユネスコ無形文化遺
産の伝統芸能「能」でお楽しみください。初めて能に親しむ方のための能のお話付き。また、
プレ企画として能楽ワークショップも開催します。

『世阿弥を学び、
               世阿弥に学ぶ』
大槻文藏=監修、天野文雄=編集
あなたは世阿弥とどう向き合うか
世阿弥生誕650周年を記念して行われ
た講演と対談を採録。世阿弥の生涯、作
品と芸風、先達と後継者たち、演出論な
ど12人の専門家が各々の視点で世阿弥
と能の魅力的な世界を浮かび上がらせる。
「人間の本能的な動物性エネルギーを
放出し、魅力ある空間を作り出す能はこ
れからも未来に生き続ける」と語る演出
家・鈴木忠志の宣言が力強い。現代と能
の先祖・世阿弥を繋ぐ良質な入門書です。

『林
はやしのぞむ

望が能を読む』林望 = 著

能の世界を愉快に解き明かす
「能の舞台は、「この世」ではないのだ」
舞台の周囲にある砂利は「水」の象徴で
あり、能舞台は水の上に浮かぶこの世とあ
の世を繋ぐ「橋」である。本書の初めに能
の本質を述べ、演目ごとの文章の集積か
らその豊饒で自由な世界を解読していく、
国文学の林望による典雅な能の手引書。
9/24公演の演目「重荷」「安達原」も収
録されています。

梅若　実
（人間国宝）
撮影　森山雅智

松山隆雄
（重要無形文化財保持者（総合））

松山隆之
（能楽師）

タップダンサー中山貴踏のワークショップ
に参加して一緒に舞台に立ってみよう！
10/6の公演を目標に二回のWS稽古を行い
ます。
タップダンスを生で見たことがない！という
方は8/5の白河駅前広場でのライヴにぜひ
お越しください。

　タップダンスワークショップ
9/8土、9/29土
10:00～16:00（途中休憩あり）
［コミネス練習室］　〈参加費無料〉
希望の方はお問い合わせください

　アウトリーチライヴ 
8/5日19:00~19:30（予定）
『しらかわ魂2018-しらかわスマイル』
※白河関祭り花火大会と同日開催
［JR白河駅前イベント広場］〈入場無料〉
出演：中山貴踏、小泉隆（トランペット）

能のお話しや能の動きを取り入れた「気体運動」、
謡の体験ができるワークショップです。両日でも
1日のみの参加でもお楽しみいただけます。
① 7/25水「能のお話と気体運動」
② 8/22水「能のお話と謡」
13:30～15:30　［白河市立図書館地域交流会議室］
講師：松山隆雄　　〈参加費無料〉
申込み：能楽ワークショップ参加希望の旨と下記①～⑤を明記の上、郵便、ＦＡＸ、
E-mailまたはコミネス窓口にてお申込みください。
①氏名　②年齢　③ご住所　④電話番号　⑤参加希望日

白河市と早稲田大学との文化交流を目的とした
演奏会を開催します。今回は津軽三味線愛好会
三津巴、混声合唱団の2団体を迎え学生サークル
のパワー、魅力を伝えます。両団体とコミネス
混声合唱団のコラボレーションもお楽しみに。

8/19日　開場13:30 開演14:00
［大ホール］
全席自由 500円
※公演当日会場にてオリジナルグッズプレゼント!
発売 7/6金
チケット取扱所   白河文化交流館コミネス
　　　　　　　　白河市役所文化振興課

コンサートグランドピアノをコミネスのホールで演奏していただく企画です！
7/16月㈷10:00～18:00　

（お一人持ち時間 30分）
〈参加料〉
大ホール（スタインウェイD274）：1500円
小ホール（ヤマハCFX）：1,000円
練習室1・2：無料
※詳細はコミネス事業課までお問い合わせください。

コミネス公演
10/6土 14:00開演(13:30開場)

［コミネス中庭］（雨天時小ホール）
出演：中山貴踏（タップダンス）、
御木淳史（ドラム）、WS参加者
全席自由　500円  
発売：7/9月

初心者歓迎、体験してみよう！

～　出　演　～
【第1部】早稲田大学津軽三味線愛好会 三津巴
【第2部】早稲田大学混声合唱団　加藤 露弥 (ピアニスト )
【第3部】早稲田大学混声合唱団　早稲田大学津軽三味線愛好会 三津巴
　　　　　コミネス混声合唱団 (賛助出演 )
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早稲田大学津軽三味線愛好会 三津巴 早稲田大学混声合唱団

白河市・早稲田大学文化交流事業
早稲田大学 三

み つ

津巴
ど も え

×早
そ う こ ん

混演奏会

BOOK 能の入門書



文化創造推進事業「白河文化交流館人材育成事業」
コミネス舞台芸術制作講座

市民とコミネスの協働をカタチにする
「コミネス♪カルチャークラブ」

「高校生のためのクリエイティブ・ゼミ」
熱帯グローバル創造芸術都市国家シンガポール

さあ、見てみよう、聴いてみよう、やってみよう　　この夏からコミネスはさらに楽しくなります

H30年度 第1回運営会議が
先月行われました。
6 月現在の登録者数は 21名、
事業に向けて様々な意見が交
わされ、今年度はコミネスな
らではのプログラム、「親子」
と「ステージ」をキーワードにプランを計画中です。
企画、制作、広報等それぞれ担当を決め本番に向けて
話し合いを進めていきます。市民とコミネスの協働作
業をご期待ください！

　創造的なまちの事例に触れ、クリエイティブな思考を学

ぶ「クリエイティブ・ゼミ」を白河市本町のコミュニティ

カフェEMONONを会場に開講しています。

　6月8日の第2回では、シンガポールの政策をコミネス館

長志賀野が紹介しました。急速な経済成長を遂げながら、

様々な人種や言語、宗教に対して寛容で多文化的なシン

ガポールは、先日の米朝首脳会談の会場にも選ばれ、近年国際的な注目を浴びています。

文化政策では、国内の文化資源の活用（旧警察署を改修したレッド・ドット・デザイン

博物館等）や海外コンテンツの自由な導入（アジア全域の芸術を紹介するアート展等）を

行い、文化産業を活性化させています。環境変化に対応して既存の資源や知識を相互に組

み合わせて価値を生み出していく能力に長けているシンガポール。様々な知恵や能力を取

り入れるそのオーケストラのような構成力は、これからの日本や私たちの住むまちにとっ

ても大切な考えのように思います。

　7月は13日（水）と27日（水）に17時からの開講予定です。高校生はもちろん、大人の方も聴講できます。

ぜひお越しください！

創造的な学びと実践！

第一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
お聞きします。第1回目はコミネス館長による講話と意見交換会を行いま
す。みなさまの文化活動にきっと役立つ講座です。是非ご参加ください。
●第１回：7/30月18:00~20:00 コミネス小ホール〈参加無料〉
　「白河ならではの舞台づくりと市民協働」及び意見交換会
　講師/志賀野 桂一(コミネス館長、プロデューサー)

  今後の予定（会場/コミネス小ホール　時間/18:00～20:00）
●第２回:１０/１月
　「地域資源を活用した市民参加の舞台づくり」
　～えずこホール成功事例から～
　講師/水戸 雅彦（仙南芸術文化センター えずこホール 館長）
●第3回:１１/１４水 
　「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)
●第４回:１２/１９水  
　「イベントにおける食文化と企業協賛」事例ほか
　講師/佐藤 正文(電通東日本東北支社長)
●第５回:１/９水  
　「オペラ公演制作のプロセス」
　～みつなかホール20年間の舞台づくりの体験談～
　講師/丹治 亜弥子(川西市みつなかホール文化部門　事務担当主幹、
　　　 チーフプロデューサー)
※都合により日程及び内容を変更する場合もあります。

コミネス♪カルチャークラブ
クラブ員募集！！

みなさまの得意分野をコミネス
で活かしてみませんか。

SENDAI座☆プロジェクト2018

十二人の怒れる男
ヤノシュ・オレイニチャク

地域の映像と巡る　昭和歌謡コンサート

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］（２回公演）
全席自由　発売中
一 般　3,500円　友の会　3,200円　　
U24 　2,000円
　レジナルド・ローズ原作『十二人の怒れる男』は、1954年製作のアメリカのテレ
ビドラマから始まり、55年に舞台化、57年には映画化され、その後も半世紀に渡り
法廷劇の金字塔として人気を博してきました。レジナルド・ローズが実際に殺人事
件の陪審員を務めたことが発端となり、アメリカの陪審員裁判を題材とした本作が
生まれたといいます。様々な職業、主義主張の人間が集まり、罪に対する考え方も
一様ではないなか全会一致を目指さなければならない。その緊張状態のなかで偏見
ではなく、知性と理性を持って物事の本質に迫ろうとする姿勢は、裁判員制度が導
入された現代日本に生きる私たちにとってもなおのこと普遍的に求められているよ
うに思います。SENDAI座による新解釈の本公演をぜひお楽しみください。

SENDAI座☆プロジェクトとは…
仙台のど真ん中に『劇場』をつくるんだ！を合言葉に、2007年樋渡宏嗣、渡部ギュ
ウが中心となり結成したカンパニー。近年は「洗い屋稼業」「エルドラド ホテルアメ
リカーナ」「白墨の輪」などの作品を南東北、尼崎、名古屋、広島、東京などで公演
を行い、ちょっと大人な作品づくりをテーマにしている。

11/10土
18:00開演（開場17:30）［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）
発売：友の会7/30月、一般8/6月
ショパンの化身と謳われた
ポーランドの巨匠
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と称され
るヤノシュ・オレイニチャク。ご存知でしょうか。アカデミー賞を受賞した映画
「戦場のピアニスト」（監督：ロマン・ポランスキー）。そのピアノ音楽と、演
奏シーンの全ての手による演技を担当したのが、このオレイニチャクです。
そのオレイニチャクが、はじめてコミネスの舞台に登場します。プログラムでは、
前半が白河の食文化にインスパイアされたピアノ曲を、後半は『バラード1番』、
『ポロネーズ』『マズルカ』など、ショパンの代表曲を演奏。彼ならではの軽妙
なセンスで選び抜かれた珠玉の名曲たち。その円熟の妙技と魂の響きを心に焼き
付けてください。

10/21日　14:00開演（開場13:30)［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 貝山 幸子（シャンソン歌手）
その他、東京でのオーディションで選ばれた12名のすばらしい歌い手が出演！

 あなたの思い出の歌謡曲を
昭和歌謡コンサートの「市民リクエストコーナー」で演奏される昭和の歌謡曲、日本歌
曲を募集します。採用された方の中から抽選でコンサートの招待券をプレゼントしま
す。なお、はがき一枚につき、リクエストは一曲までとさせていただきます。
 募集対象  昭和の歌謡曲、日本歌曲
 応募方法  はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、楽曲名、歌手名、楽曲の思い出・エピ
　　　　　ソードを記入の上、応募先まで送付してください。
 応募期限  7/18水必着
 応 募 先  〒961-0075　白河市会津町1番地17　白河文化交流館コミネス・リクエスト係まで

「昭和の写真」をお寄せください
昭和歌謡コンサート公演の舞台背景のスライドショー
やロビー展示に使用する昭和の写真を募集しています。
 募集対象 
モノクロフィルムで撮影され、白河（県南）地域の風景・
建造物が映る昭和の写真プリント・ネガフィルム
 応募方法  

「昭和歌謡コンサート写真応募」の旨と下記①～⑤を明記の上、写真を添えてコミネス
までお送りください。※送料はご負担ください。
①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、⑤写真の情報（撮影場所、撮影年月日、エピソード等）
 応募期限　7/16月必着
●お借りした写真が採用された方には、「昭和歌謡コンサート」のご招待券2枚と写真
のデジタル化した写真データを贈呈します。
●人物の写真については、肖像権の問題が生じないよう、応募者様の責任でご確認く
ださい。
●写真はデジタルデータ化したあとに返却いたします。
●データの著作権は当館い帰属となりますのでご了承ください。

魂を揺さぶる真実の音。
あの戦場のピアニストの感動再び！



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

8 /12 [ 日 ]
健太・康太学校ライブ大作戦・特別編2018 〜大きな傘の下…それからの道〜
①18:00（会場コミネス大ホール）②全席自由 大人2,500円、高校生300円、中学生200円、小学生以下100円/
当日券(全席自由) 大人2,900円、高校生500円、中学生400円、小学生以下200円　③チームパラソウル/080-6043-5694

9 / 22 [ 土 ]
23 [ 日 ]

十二人の怒れる男
①22日18:00　23日14:00（会場コミネス小ホール）②全席自由 一般3,500円（友の会3,200円・U24 2,000円）
③一般社団法人SENDAI座プロジェクト/090-3006-1004

10 /17 [ 水 ]
島津亜矢コンサート2018
①昼の部14:00 夜の部18:00（会場 コミネス大ホール）②全席指定 S席6,500円、A席5,500円（当日各席500円増し）
③世界芸能㈱/022-222-4997　

取り扱いチケット
①開演時間　②料金　③問い合わせ　※各催し物の詳細は③にお問い合わせください。

継続開催中 義秀文学と装丁（〜8月19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

深谷滉「絵画展」（〜15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
ハンドメイド仲間展(〜12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
山葡萄作品展（〜28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
企画展「戦争と子どもの表現」展(〜30日)
①10:00〜17:00(火水休)　②アウシュヴィッツ平和博物館(白河市白坂)　③一般500円 高校生300円 中学生以下無料
④アウシュヴィッツ平和博物館　⑤0248-28-2108

特別企画展プレ展示「150年前の白河と戊辰戦争」(〜29日)
①9:00〜16:00（月休 月祝翌休）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 [ 日 ] 帯・バッグ・小物展（〜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

７ [ 土 ] 第11回白河市民芸能大会
①13:00　②コミネス大ホール　③無料　④白河市文化団体連合会、白河市、白河市教育委員会　⑤0248-22-1111　チ
つるの剛士コンサート
①16:00　②棚倉町文化センター(倉美館)　③全席指定5,000円（当日500円増し）2歳以下入場不可　④棚倉町運営協会　
⑤0247-33-9610  

体験教育 日帰りプレーパーク(ホタルスペシャル)（8日も開催）
①15:00〜20:00　②あぶくまエヌエスネット　③大人・小中学生2,000円、3〜5歳1,000円(３歳未満無料)、要申込　
④NPO法人あぶくまエヌエスネット　⑤0247-48-2508

８ [ 日 ] 2018子育てフェスタinしらかわ〜フェスタ&神崎ゆう子コンサート〜
①フェスタ10:00〜13:00 コンサート13:15〜14:00　②コミネス小ホール　③フェスタ無料、コンサート500円(当日200円増し)　
④NPO法人しらかわ市民活動支援会　⑤0248-27-2090　チ
白河茶道連盟 月釜茶会
①9:30〜15:00　②「蘿月庵」表千家 添田宗恒社中、「松楽亭」裏千家 真壁宗裕社中　③1,200円　④白河茶道連盟　
⑤0248-22-1811(須釜)

９ [ 月 ] 平成30年度白河市青少年健全育成推進大会「少年の主張」〜中学生の熱い思いを届けます〜
①9:20　②コミネス大ホール　③無料　④白河市青少年育成市民会議、白河市、白河市教育委員会　⑤0248-22-1111

12 [ 木 ] 韓国料理教室(14日も開催)
①10:00　②人材育成センター　③3,800円(材料費込、要予約)　④李

り

ファミ韓国料理教室　⑤090-6459-1813

14 [ 土 ] 趣味の祭典(〜8月2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

天栄村ブリテッシュヒルズふれあいデー
①13:00〜16:00　②ブリテッシュヒルズ マナーハウス前コートヤード(天栄村)　③無料(一部有料)　④ブリテッシュヒルズ　⑤0120-131-386(9:30〜18:00)

甦る「仁」のこころ 合同慰霊祭
①13:30〜15:00　②コミネス大ホール　③無料(要整理券)　④同実行委員会　⑤0248-22-1111 セ

15 [ 日 ] 甦る「仁」のこころ 特別講演
①12:00〜16:00　②コミネス大ホール　③無料(要整理券)　④同実行委員会　⑤0248-22-1111 セ
Royal Straight Flash サマーコンサート
①14:00　②塙町コミュニティプラザ　③無料　④はなわ軽音楽倶楽部　⑤090-4317-7579(金子)

やぶき軽トラ市ミニコンサート
①10:00〜11:00　②やぶき町中町ポケットパーク　③無料　④福島県ミニコンサート実行委員会　⑤090-1496-7610

16 [月祝] コミネスのピアノ開放DAY
①10:00〜18:00　②コミネス練習室1、2　③無料　④コミネス　⑤0248-23-5300

シャドゥボックス・パッチワーク・小物展(〜31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

18 [ 水 ] 第91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 [ 日 ] 劇団四季ミュージカル「王様の耳はロバの耳」・・・完売しました。

26 [ 木 ] 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

29 [ 日 ] 福島復興支援・中欧オペラフェスティバル2018
①14:00　②矢吹町文化センター　③全席自由 一般3,500円、高校生以下2,000円(当日500円増し)　④同実行委員会
⑤0248-44-4000(矢吹町文化センター)

「平和の夏まつり」特別企画…講演「子どもの“目に映った戦争”と“思い描いた戦争”」
〜ポーランドと日本の比較を通して
①13:30〜15:00　②原発災害情報センター(白河市白坂)　③無料　④アウシュヴィッツ平和博物館　⑤0248-28-2108

第64回「レンズを通してみる」作品展(〜8月19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

30 [ 月 ] 第1回コミネス舞台芸術制作養成講座…演題「白河ならではの舞台づくりと市民協働」
①18:00〜20:00　②コミネス小ホール　③無料　④コミネス　⑤0248-23-5300

しらかわ・近隣地域のイベント・公演情報 2018.7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。

那須・郡山地域の公演情報 2018.7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。

平成30年度
NPO法人カルチャーネットワーク会員紹介
当法人の活動（県南地方の文化振興の発展）は、下記の多く
の会員様に支えられております。この場をお借りして御礼申
し上げます。

【 賛助会員 】
白河信用金庫

【 企業 準会員 】
（有）エビナ／鹿島ガーデンヴィラ／かねこクリニック／（有）観音湯／（有）
生そば きんしょうじ／（株）クニヒロ・ホームテック／グランドエクシブ那須
白河／（株）県南自動車学校／（株）県南重機サービス／ケンサーチ（株）／
CoCo Shinwa ／ゴトー楽器サービス／湖畔亭／（有）古楓堂堀川印刷所／五
峰観光（株）／坂本屋総本店／（有）さとう総合印刷／三金興業（株）／サン
デンタルクリニック／渋木茶舖／（株）昇栄／（株）昭和堂／（公社）白河法
人会／（有）新駒本店／伸和建設（株）／水月／（株）鈴木建設／（株）鈴木
建築設計事務所／大成商事（株）／ダイニング心／大福家／（有）高山不動産
／トーモク（株）／永山産業（株）／（株）南湖自動車学校／南湖花文／ ( 株 )
花座／バレエスタジオ PLANE ／（株）ひがし振興公社／ビルド商事（株）／
福島県南土建工業（株）／ふじ印刷（株）／ブラッスリー ラ・セゾン／東京第
一ホテル新白河／（株）松本工務店／（株）緑川産業／（有）宮尾塗工／（株）
メディア・エイジ／（有）矢田部車体工業／夢みなみ農業協同組合／陽氣屋／
料理屋 こうりんぼう／（有）ワタベ印刷所／（有）ヲガタ楽器店

【 団体 正会員 】
白河茶道連盟／（特非）白河市体育協会／白河商工会議所青年部／（公社）白
河青年会議所／（公財）藤田教育振興会

【 団体 準会員 】
アートまなべ／（特非）アウシュヴィッツ平和博物館／（特非）あぶくまエヌ
エスネット／ ABOO Singers ／（一社）あんだんて／内海流 内海道敬会／
FC Carrera ／表郷商工会青年部／（特非）表郷ボランティアネットワーク／
倉美館運営協会／（特非）子育て環境を考える虹の会／骨髄バンク推進連絡協
議会県南支部／（一社）白河医師会／白河花架拳クラブ／（公財）白河観光物
産協会／白河市音楽文化協会／（特非）しらかわ市民活動支援会／白河手話サー
クル草原／白河商工会議所／白河女声合唱団／白河地区経営者協会／白河美術
協会／（特非）白河ふるさと回帰支援センター／白河ふるさと農園／白河民舞
愛好会／（特非）しらかわ歴史のまちづくりフォーラム／スウィング・ブレイ
ズ・オーケストラ／住みよい五箇をつくる会／関の工房野の花／大統寺／（特非）
地域おこし夢クラブ／中山義秀顕彰会／（特非）那須フィルムコミッション／
西郷さくら祭り実行委員会／ハリストス正教会／福島県中小企業家同友会白河
地区／福島県南生協組合員活動部／福島県文化財センター白河館まほろん／福
島県ミニコンサート実行委員会／プレジールオーケストラ白河／松山バレエ学
校 白河支部／ゆいまーる那須／ゆう工房／ Ust 白河／（公財）立教志塾／立
正佼成会白河教会青年部

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。

８ [ 日 ] 春風亭小朝独演会
①14:00　②けんしん郡山文化センター　③特等席3,000円 、一等席2,500円、車椅子席1,250円　④郡山市、郡山市教育委員会
⑤024-934-2288

16 [月祝] Familiar Violoncello Concert 本橋裕チェロコンサート
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール　③一般2,500円 学生1,500円(高校生以下)　④那須室内合奏団　⑤090-1819-5104（本橋）

25 [ 水 ] 恐竜どうぶつ園2018〜Erth’s Dinosaur Zoo〜ティラノサウルス×トリケラトプスの戦い?!
①1回目)13:00 (2回目)15:30　②黒磯文化会館　③3,000円(全席自由)　④黒磯文化会館　⑤0287-63-3219

28 [ 土 ] 映画上映会「ターナー、光に愛を求めて」
①14:00　②郡山市立美術館 多目的スタジオ　③無料　④郡山市立美術館他　⑤024-956-2200

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。

ご　挨　拶
　当法人は、しらかわ（県南）地域の文化振興の発展を目的
に、平成８年１０月１９日に設立しました。当時、白河地方
９市町村の文化、イベントを１か所に集め、活動情報を広く
発信しようと、白河青年会議所などの音頭で発足していま
す。設立後、全国に先駆けて「公共ホールの管理運営」をし
ながら人材育成してきました。これまで白河市文化センター
を拠点として、文化情報紙『I CAN DO !!』及びインター
ネットを活用した文化・イベント地域の情報を発信し文化振
興のための事業を展開してきました。平成２８年１０月から
は、白河文化交流館コミネスに拠点を移しまして活動を継続
しております。
　このページは、県南地域の文化イベントを紹介できるコー
ナーとして拡充を図ってまいります。また会員の文化活動を
紙面を通して紹介していきます。
　結びに、皆様のこれまでの当法人へのご支援とご協力に対
し、御礼を申し上げますとともに、今後ともなお一層のご指
導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

特定非営利活動法人カルチャーネットワーク
理事長　　　瀬戸　安夫

TEL・FAX　０２４８-２２-５２７１　E-mail：culture.network@flute.ocn.ne.jp"NPO法人カルチャーネットワーク

CultureNetwork


