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　日本学校合奏コンクール2019ソロ＆アンサンブルコンテストで最高賞の文部科
学大臣賞を２年連続で受けた白河一小器楽クラブが、受賞記念コンサートを2月
15日に本館で開催。コンクール参加曲の「シンプル・シンフォニー」をはじめ、

「プリンク・プランク・プルンク」「アラジン」などの演奏を披露しました。
　白河文化交流館コミネスは、文化芸術の創造と交流が奏でる感動の舞台となるよう願いを込めて建
設された施設であり、市民が各種文化に触れる環境整備と市民自身による文化創造活動を促進できる
よう、地域の文化振興の発展に寄与してまいります。

文化芸術の振興に貢献する白河一小 器楽クラブ
文科大臣賞2年連続受賞 日本一の音色

若い才能を育む
苗床としてのホール



コミネス伝言板
管理課
　から！

【会員規約の改正について】
　コミネス友の会の会員規約を令和２年４月１日より改正いたします。
　主な改正点は次のとおりです。
　■会員期間（規約 第5条）
　　改正前　入会・継続の手続きを行った日から、その年度の末日（３月31日）まで
　　改正後　入会・継続の手続きを行った日から翌年の前月末日まで

「コミネス友の会」会員規約の改正と継続・新規入会の受付について
　■会員特典（規約 第８条）
　　 会員の特典（チケットの割引・チケットの早期購入）を受けるこ

とができる公演は、会員資格を有する期間に行われる公演といた
します。

【継続・新規入会受付について】
　■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・継続の手続きを行った日から翌年の前月末日まで
　　　　　　　　※1　 現会員の方が令和２年３月31日までの間に継続の

手続きを行った場合は、令和２年４月１日から令
和３年３月31日まで有効な新しい会員証を発行い
たします。

　　　　　　　　※2　 令和２年３月31日までの間に新規入会の手続きを
行った場合は特例措置として手続きを行った日か
ら令和３年3月31日まで有効な会員証を発行いた
します。

　■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）※郵送申請の方法に

ついてはお問合せください。
　■会員特典　♪コミネスが指定する公演チケットの優先予約・購入
　　　　　　　♪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
　　　　　　　♪公演情報の早期提供（コミネス通信の送付）

【利用料改定のお知らせ】
　令和２年４月１日㈬より利用料金の一部が改定となります。詳しくは、コミネス公式HP、館内掲示物をご覧ください。

【敷地内禁煙に伴う灰皿撤去のお知らせ】
　敷地内禁煙の実施に伴い、館に備え付けの灰皿を3月30日㈪に撤去いたします。

【雛人形の展示】
　桃の節句にあわせて、「雛人形」七段飾を3月16日㈪まで、館内に展示しています。
　また、カギガタモールにお雛さまの折り紙を設置しており、皆さんの手作りお雛さまを壁面に飾っています。
　豪華な雛人形と多彩な手作りお雛さまをあわせてお楽しみください。
※雛人形は、昨年に引き続き住友ゴム工業㈱白河工場様のご協力のもと、展示しています。

5/16土
Youtube動画総再生数１億回突破！
映画音楽やアニメソングなど親しみやすい楽曲のレパートリーを数多く持ち、
同世代の若者を中心に圧倒的人気を誇る826askaのエレクトーンLIVE ！

●時　間　開場：午後６時　開演：午後６時30分
●会　場　コミネス小ホール
●入場料　全席指定　一般 3,300円（当日3,700円）
　　　　　　　　　　29歳以下 2,000円（当日2,400円）
　　　　　※未就学児入場不可　
●発売日　３月16日㈪　※友の会・一般共通

第23回しらかわ音楽の祭典
第８回震災復興音楽祭 ー希望ー  共催事業
3/11水　開演10:30（開場10:00）　黙祷14:46/終演20:30 [大ホール]

プログラム
◆市民ステージ　10:30-17:00 (黙祷14:46)
◆庄野真代ゲストステージ　開場18:00　開演18:30-20:30（予定）
◆全体合唱　20:15 ～ 20:30
入場料100円（支援金）
※ゲストステージの観覧には整理券が必要です。
配布場所　コミネス、しらかわ音楽の祭典実行委員会事務局
問合せ　しらかわ音楽の祭典実行委員会事務局（白河市市長公室文化振興課）TEL：0248-22-1111（内線2387）

3.11ふくしま追悼復興祈念行事
キャンドルナイト　17:30-20:30
1,000本のキャンドルを点灯し震災で犠牲となった
方々を追悼します。

コミネス♪カルチャークラブ企画「俺たちまだやれる人～ひとりぼっち秀吉（ひできち）BAND」

第５回ハイスクール劇王
高校生短編演劇競技大会

　しらかわ発の高校短編演劇大会「ハイスクール劇王」が１月26日に開催
されました。事前の脚本募集では、大会最多となる16作品の応募があり、
一次審査・二次審査を通過した５作品が大会で上演されました。
　審査員と観客による投票で「劇王」に選ばれたのは、劇王初出場で「未
完成の空」を上演した磐城桜ヶ丘高校。上演されなかった台本や伝えるこ
とが叶わなかった恋心、流産した赤ちゃん……。表の世界からいなくなっ
てしまった未完成のものたちの喪失と再生というテーマを、リアリティの
ある日常会話から描き出した点が評価され、作者の澤田綾音さんが「高校
短編戯曲賞」を受賞しました。

第５回劇王・高校短編戯曲賞受賞作
磐城桜ヶ丘高校「未完成の空」（作：澤田綾音）

第４回コミネス新春寄席
　新春恒例の「第４回コミネス新春寄席」が
１月26日に大ホールで開催されました。開
演前に太鼓が鳴り響き、寄席の雰囲気を盛り
あげます。
　前座の立川幸太は、どの世代にも受け入れ
られる「寿限無」で聞き手を寄席の世界に誘
います。
　次いで鼓風☆響の和楽器の演奏です。自然
と気持ちが高揚する太鼓・三味線などのほか
唄や踊りもあり、その音色は大ホールいっぱ
いに響き渡り、和楽器のパワーに圧倒された方も多かったようです。
　前半の最後は、東北落語というジャンルで活躍中の六華亭遊花です。
　「厩火事」を東北の言葉で語り、落語の可能性や奥深さ、楽しさを表現
しました。
　仲入り後、時事問題を風刺と笑いに変えるザ・ニュースペーパーが登
場、「令和」の話題をいち早くとりまぜながら会場を大爆笑の渦に。
　トリを務めたのは真打、柳家三三。満を持してのコミネス新春寄席の
登場です。今回の出し物は、噺家の地の語りを中心に進める地噺（じば
なし）のひとつ古典落語の「お血脈」。古典の中にも現代社会の要素を盛
り込んだスパイスの効いたものでした。実力派の噺家の高座は誰しもが
楽しめるものとなり、笑いと感動が届けられました。
　会場のあちらこちらからお客様の笑い声が響き、華やかな新年の幕開
けとなりました。

エレクトーンLIVE ！
826askaプロフィール
生年月日：平成13年８月26日 星　座：乙女座
 血液型： Ａ型   出身地：福井県
826askaのYoutube動画の総再生回数は１億回
を突破。チャンネル登録者は41万人以上（令和元

年12月現在）。100万回を超える動画は20本以上という圧倒的人気を誇
るプレイヤー！ 2019年３月27日には、ヤマハミュージックコミュニ
ケーションズよりメジャーデビューを果たした。５歳からピアノを習い
始め、 ８歳からエレクトーンを同時に習う彼女が、動画投稿サイト

「Youtube」に自身のエレクトーンの演奏動画をアップし、2016年１
月、STAR WARSの演奏がきっかけで人気が上昇、TV番組でも取り上
げられ、メディアやイベントでも活躍するエレクトーンプレイヤー。 　ひとりぼっち秀吉BAND初のワンマンライヴが２月16日に小ホール

で開催されました。
　表方（コミ♪カルクラブ）、裏方（技術者養成講座受講生）が一体と
なり会場を盛り上げました。

来場者の声
・�スタッフの方みなさま優しく初めての場所で不安でしたが、おかげで楽しく見
れました。(千葉県�30代女性)

・�障がい者の一人として秀吉BANDの歌を聞くと励まされます。(郡山市�40代女
性)

・�とても良かったです！またこうしたコンサート期待しています。照明・音響担
当の学生さんたちお疲れ様でした。(西郷村�50代女性)

・�新しい建物で大き過ぎず、地域に合った会場だと思います。スタッフの方々も
黙々と対応され感じが良かったです。機会があればまた来たいと思います。ス
タッフの方々の発表会とのこと。良い機会だと思います。(郡山市�40代女性)

会津ザベリオ学園高校
「爆心地と光」
（作：玉川雅）

明成高校（仙台）
「トイレにいない!?はなこさぁぁぁぁん！」
（作：石垣雪華と演劇部員）

福島成蹊高校
「伝える想い」

（作：加藤乃愛）

須賀川桐陽高校
「セミ時雨」

（作：名倉小桃）
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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（３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。

３/ 22［日］水谷千重子　ありがとうコンサート in 福島
①16:00　②全席指定　5,800円　③コミネス大ホール　④0570-01-9999（GIP）

４/ 18［土］
三山ひろし　笑顔を届けます！コンサート 2020
①13:30　②コミネス大ホール　③全席指定　Ｓ席6,500円、Ａ席5,500円　④022-222-4997

（平日9:30 ～ 18:00、世界芸能）

しらかわ地域のイベント・公演情報� 2020．３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 鉄道からバスへ　写真で辿る白棚線の歴史展（～ 12日）
①10:00 ～ 17:00（最終日～ 15:00）　②緑川産業ギャラリー　③無料
④NPO法人表郷ボランティアネットワーク　⑤0248-22-3300

中山義秀記念文学館テーマ展「中山義秀文学的業績」（～ 22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

山蒲萄作品展（～ 27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

まほろん企画展「ふくしま鉄ものがたり～鉄滓の山から読みとく歴史～」（～ 29日）
①9:30 ～ 17:00　②福島県文化財センター白河館まほろん　③無料　④まほろん　⑤0248-21-0700

1［日］ しらか輪（わ）ハンドメイドまるしぇ
①10:00 ～ 15:00　②マイタウン白河1Fギャラリー　③無料　④しらかわにぎわいプロジェクト実行委員会　⑤0248-31-7595

一閑張りと和の小物（縹会　大内有子）（～ 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

國分育子『さくら』展　パステル画（～ 22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

ふるさとの森芸術村の絵画・陶芸教室作品展（～ 22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

7［土］ シンポジウム「鉄の道をたどる」（～８日）
①第1部：７日(土)13:00 ～ 16:10、第2部：８日(日)10:00 ～ 16:00
②福島県文化財センター白河館まほろん　③無料　④まほろん　⑤0248-21-0700

8［日］ 令和元年中山義秀文学賞受賞トークショウ　河治和香師を聞き食る会
①11:00 ～ 13:00　②大統寺本堂　③無料（要申込）　④大統寺　⑤0248-23-2723

白河茶道連盟月釜茶会
①10:00 ～ 15:00　②南湖公園内　第一席「秋水庵」江戸千家　鈴木宗卓社中、第二席「松楽亭」表千家　
原田宗真社中　③1,500円　④白河茶道連盟　⑤0248-22-1811（須釜）

活弁士と浪曲師が魅せる「語りの世界」
①14:30　②棚倉町文化センター（倉美館）　③全席指定　2,000円（当日500円増し）　④倉美館運営協会　⑤0247-33-9610

14［土］ 第1回ギターバトル～こっからつくろう、白河の音楽会～
①13:30　②コミネス小ホール　③1,000円　④Second-Infuse Shirakawa　⑤ura.shirakawa@gmail.com

皆んなのつるし飾り展（～ 4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和布　遊々会　⑤0248-22-3300

15［日］ 神野美伽／パク・ジュニョン　華の競演　ふれあい歌謡コンサート
①14:00　②矢吹町文化センター大ホール　③全席指定4,000円　④NPO法人地域おこし夢クラブ
⑤0248-44-4000

18［水］ 手編み・アクセサリー等（小針ミチ子、穂積千恵子）（～ 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

19［木］ 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

白河こども食堂
①開店時間15:00 ～ 19:00、食事時間17:30 ～ 18:45　②白河市公設市場内　③子ども無料
④白河こども食堂支援センター　⑤0248-23-2723（大統寺内）

24［火］ 安珍堂落成式・安珍念仏踊り
①10:00　②安珍堂（白河市萱根日向山1-1）　③無料　④奥州白河歌念仏踊振興会　⑤0248-27-2310

25［水］ 立教志塾定例研修会「私の読書体験―江藤淳、小林秀雄そして本居宣長―」講師：駒田強
①18:30　②立教志塾　事務所　③無料　④立教志塾　⑤0248-23-1427

27［金］ 大統寺こども坐禅会
①11:00 ～ 13:00　②大統寺（白河市馬町）　③無料（要申込）　④大統寺　⑤0248-23-2723

28［土］ 第23回花まつり会［花まつり国際協力チャリティ寄席］（～ 29日）
①13:00　②28日:明眼院本堂　29日:月心院本堂　③無料　④月心院・明眼院
⑤0248-23-4244（月心院・室井）

29［日］ 第112回チャリティ・絆・感謝　カラオケ喫茶Ｋ歌謡発表会
①9:00　②コミネス小ホール　③1,500円　④カラオケ喫茶Ｋ　⑤0248-24-5000

春の音供養
①10:30 ～ 12:00　②大統寺（白河市馬町）　③無料　④大統寺　⑤090-9423-4117（すとう）

近隣地域のイベント・公演情報� 2020．３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。

10［火］ ～ 3.11に捧げるレクイエム～　モーツァルト　レクイエム　ニ短調Ｋ.626
①14:30　②けんしん郡山文化センター大ホール　③無料　④合唱団はもる・かい
⑤080-5377-1834（今泉一八）

22［日］ 合唱団合同演奏会
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール大ホール　③全席自由　200円、中学生以下無料
④公益財団法人那須野が原文化振興財団　⑤0287-24-0880

29［日］ 那須フィルハーモニー管弦楽団名曲コンサート
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール大ホール　③全席自由　一般500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

母のぬくもりのような故郷を
　平成14年、私たちの
組織は産声を上げた。こ
の頃から少しずつ地域の
活力が落ちつつあるのを
肌で感じていたので、私
たちの仲間で地域の為に
出来ることが無いかと平
成12年から議論を重ね
た末に組織の立ち上げに至った次第である。
　私たちのコンセプトは、地域の活性化はもとよりである

が、青少年健全育成、
環境の美化等である。
私たちが長年携わって
いつも自問しているこ
とが、果たして成果の
ほどはどうであったの
だろうかと言うことで
ある。変わり者だと思

われていることも認識しているつもりだ。
　東京一極集中の動きは
現在進行形である。その
ような中、幼い時感じた
母のぬくもりをこの故郷
で感じることが出来るよ
うなそんな故郷にしたい
という思いで今後も活動
したい。

NPO法人　住みよい五箇をつくる会
代表理事　薄井　惣吉

西郷さくら祭りについて
　西郷さくら祭りは、西郷さく
ら祭り実行委員会（西郷村、西
郷村教育委員会、福島県社会福
祉事業団で組織）が企画・運営
を行い、毎年４月に総合社会福
祉施設太陽の国を会場として開
催されているイベントです。太
陽の国の敷地内には800本以上の桜が咲き、県内外から沢
山の方々にお越し頂いております。

　当日は、地域で活躍し
ている団体様によるダン
スや和太鼓などのステー
ジショーが行われ、出店
コーナーでは、西郷村商
工会様をはじめとする
20以上の団体様が食べ
物、手工芸品の販売を行

い、多くの方々の笑顔があふれております。
　また、観桜ウォーキングや遊戯コーナーなどのお楽しみ企
画もご来場の皆様に大変ご好評を頂いています。
　令和２年度は、４月12日㈰の開催を予定しております。
是非、多くの方々に太陽の国内の桜を楽しんで頂ければと思
いますので、皆様お誘い合わせの上、西郷さくら祭りにご来
場ください。

五箇まつり　小学生川柳表彰式

五箇花街道　マリーゴールドの植え付け

五箇まつり　新米すくいどり大会


