12

「ラ・トラヴィアータ」は、
「道を踏み外した女」という
意味ですが、主役のヴィオレッタは「まっすぐに生きた
女性なのだ」と考えました。 一人の女性の生き方に共感
し演出して行きます。
（矢内原）

2019．12．1
第39号

「乾杯の歌」をはじめ「燃える心」「さようなら、過ぎ去りし日よ」など
ヴェルディの名曲があふれる歌劇
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）全三幕

（新演出・日本語字幕付・原語上演）
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ヘンリク・シェーファー
矢内原美邦
オーケストラ・アンサンブル金沢
エヴァ ･メイ(ソプラノ)
宮里 直樹(テノール)
コミネス混声合唱団（白河公演）
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14:00開演 / 13:00開場

チケット好評発売中！
S席：￥8,000
C席：￥3,000

A席：￥6,000 B席：￥5,000
SS席：￥10,000

エヴァ ･メイ(ソプラノ)

白河文化交流館コミネス：0248-23-5300（受付時間9:00 ～ 20:00）
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/
・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。

宮里 直樹（テノール）

〈あまりの圧倒的な美声に、涙が出てきそう！〉〈これぞテノールの美
声！〉
〈神から与えられ未来の星！〉彼に与えられる様々な賛辞です。
東京藝術大学声楽科の大学院在学中（25歳の時）に、日伊声楽コンコ
ルソ優勝、東京音楽コンクール最高位等々コンクール総舐めにし、同大学
を首席卒業します。その後、2014年度ウィーンへ渡欧、ウィーン国立音
楽大学オペラ科で2年間、2018年にはイタリア・ミラノに留学を経て実
力を蓄え、多くのオペラ出演を果たしています。
決して大声で無理矢理張り上げることもなくハイＣの高音を軽々歌いこ
なす、今や世界を伺うテノール歌手です。今回《椿姫》では、エヴァ・メ
イの恋人役、その朴訥でまっすぐな人柄のアルフレードがどんな熱気で盛
り上げてくれるのか楽しみです。

Ⓒ深谷義宣auraY2

音楽界から尊敬を集めるオーケストラOEK
～ビロードのような質感の弦楽合奏・精度の高いアンサンブル～
オーケストラアンサンブル金沢（OEK）は、1988年に出来た日本で
最初のプロ室内楽オーケストラです。「世界に通用する地方オーケストラ
を！」という世界的指揮者の岩城宏之（初代音楽監督）の「強い意志」が
敬称されている楽団です。
地域のオーケストラでありながら、国際的な活動を行い「金沢ブラン
ド」を広めています。また、毎年、楽団座付の作曲家を委嘱し現代音楽の
新作を演奏するほか、映画音楽などポピュラーな作品のシリーズなど、地
元の聴衆の耳を育てる活動と、広く音楽文化の発展に貢献していると高く
評価されるオーケストラなのです。
今回、３館共同でオペラ制作にあたり、地元にプロオケのない白河とし
ては、
「地方創生」の先鞭をつけたこの金沢のオーケストラにヴェルディ
「椿姫」を演奏していただくこととしました。

サイレント映画ライヴ

12/20-21 [小ホール]
12/20金 18:30開演（18:00開場）

～無声映画を彩るカツベンの世界～

『第七天国』
（1927年、117分）

☆第１回アカデミー賞 監督賞・主演女優賞・脚色賞
弁士：縁寿

活動弁士の縁寿さん来館！

12/21土 14:00開演（13:30開場）

父が中島村の出身で、今も叔母や従妹が白河市内に住ん
でいます。この度の白河での公演がとっても楽しみです。
12月は周防正行監督による「活動弁士」を題材とした
映画『カツベン！』が公開される時期で今回の上映会は絶
好のタイミングです！日本のサイレント映画時代に栄えた
弁士の語りと楽士の生演奏によるライヴ上映の楽しさをた
くさんの方に感じていただきたいです。
『第七天国』は、人を信じること、人を愛することという人生
に大切なものがぎゅっとつまった究極のメロドラマ。永六輔作詩「上を向い
て歩こう」のヒントにもなったと言われています。
『瞼の母』は、長谷川伸
による同名戯曲の最初の映画化作品で、当時の大スター片岡千恵蔵と十代の
山田五十鈴の好演により、人情時代劇の決定版の一つとされています。
映像と生の語りと音楽による一期一会の映画体験へぜひご来場ください！
『第七天国』
第1回アカデミー
賞の監督・女優・
脚色賞を受賞した
究極の恋愛メロド
ラ マ。1927年 度
キネマ旬報ベスト
テン第１位。
松波

里香

マリンバ、ピアノ、パーカッションでピアソラの「リベルタンゴ」など
を楽しむクリスマス！白河市出身の打楽器奏者、平子ひさえによるマリン
バの豊かな響きをご体感ください！

「平子ひさえ and Friends」
12/12木

出演者

『チャップリンの冒険』(1917年、20分)
『キートンのマイホーム』
（1920年、24分）
『番場の忠太郎 瞼の母』
（1931年、72分）
弁士：縁寿

楽士：湯浅ジョウイチ（ギター・三味線）

全席指定
各日 一 般 1,300円（当日 1,500円）
Ｕ29 800円（当日 1,000円）
※友の会会員は一般価格より300円引き
※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。

『番場の忠太郎 瞼の母』
剣劇スター片岡千恵蔵の
二十代での代表作。長谷
川伸原作の戯曲最初の映
画化であり、巨匠・稲垣
浩の映画史に残る名作。
十代半ばの山田五十鈴が
花を添える。

『チャップリンの冒険』
喜劇王チャップリンの
傑作短編ドタバタ喜劇

『キートンのマイホーム』
時代を越える面白さ満載
キートン初期短編の傑作

湯浅ジョウイチ

ワンコイン☆クリスマスコンサート

全席指定

楽士：松波里香（ピアノ）

国際的な文化交流の機運が高まるなか、あらためて日本の伝統芸能、伝統
芸術である「日本舞踊」を学び、体験するワークショップを開催します。大
人から子どもまで幅広い年齢層が楽しみながら、日本舞踊とそのなかで育ま
れた美しい所作、礼法等を体験的に学び、それらを表現する力を養成します。
成果発表の場として、コミネス大ホールで発表会も開催します。
講師

14:00開演（13:30開場）
[大ホール]

友の会・一般ともに500円（税込）
平子ひさえ（マリンバ、パーカッション）
久保田美絵（ピアノ）
クロス理絵（パーカッション）

平子ひさえ

プログラム

☆Ｊ.Ｓ.バッハ：無伴奏チェロ組曲より
☆エリック・サミュ：リベルタンゴ
☆プーランク：「エディット・ピアフを讃えて」
☆サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
☆クリスマスソングメドレー
☆ピアソラ：リベルタンゴ、オブリビオン ほか

「日本舞踊を学ぶ」ワークショップ

中川 雅寛 氏（日本舞踊家 中川流家元）

<ワークショップ> 計４回
15:00 ～ 16:30 [練習室２]
令和２年１月18日㈯、１月25日㈯
２月1日㈯、２月15日㈯
中川雅寛氏 ⒸT.Kashihara
<発表会> ２/22㈯ 15:00 ～ 16:00 [大ホール]
（リハーサル13時から14時30分まで） 一般入場無料
＜応募について＞
応募要件

久保田美絵

チケット好評発売中！

クロス理絵

参 加 費
募集期間
募集人数
応募方法

①ワークショップ全４回と発表会の全日程に参加いただける方
②足袋を持参いただける方
1名あたり800円（全日程分）
令和元年12月１日㈰から令和２年１月６日㈪まで
先着20名
募集チラシの申込み用紙に必要事項を記入の上、参加費と併せてコミ
ネスまで提出ください。※チラシはHPからDLできます。

第４回コミネス新春寄席
１/26日

13:30開演（13:00開場）
[大ホール]

全席指定

S席 3,300円、A席 2,500円
B席 2,000円
※友の会会員は300円割引
（S,A席のみ１人２枚まで）
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

令和初笑いは
コミネスで！

柳家三三（やなぎや さんざ）

1993年 柳家小三治に入門。2006年 真打に昇進。2016
年 文化庁芸術選奨文部科学大臣新人賞（大衆芸能部門）受
賞歴多数。NHK教育テレビ「おかあさんといっしょ」（アニ
メ「パンツぱんくろう」せんたこはっちゃん役）に声優とし
て出演。TV、雑誌と多方面で活躍。
「クラシカルだけどモダ
ンな落語」と称される人気の柳家三三師匠の古典落語、ぜひ
ご期待ください。

2020. １/26日

12:45開会

[小ホール]

戯曲選考実施中！上演される５作品は12月中旬にHP等で発表します。

ハイスクール劇王とは！

日本劇作家協会東海支部発祥で各地区に派生した短編演劇大会「劇王」
の高校生版。劇作、演出、役者、舞台操作のすべてを高校生が担い、白河 前回大会授賞式
市で2014年から開催されている。審査員と観客の投票
によって選ばれる「劇王」には「優勝だるま」が、審査
員によって選ばれる最も優れた高校生劇作家には「高校
短編戯曲賞」が贈られる。

全席自由 前売り300円
発売日：12/23㈪

当日500円

第4回ハイスクール劇王
劇王・高校短編戯曲賞
尚志高等学校『お見舞いの前に…』

白河まちなか国際音楽ウィーク2019 ダイジェスト
コミネスと白河のまちなかを会場に開催した「白河まちなか国際音楽ウィーク2019」
音楽と、人と、食と、街との様々な出会いがありました。
11/6
「タップダンスライブ」

玄豆屋レコード美術館でのライブで
は、タップダンサーの中山貴踏さんと
ドラマーの御木惇史さんによる対面型
の熱いセッションが繰り広げられ、会
場をおおいに沸かせました。

11/4 「イタリアの風＆
フランスの風」

11/3「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～」

イタリアオペラの名門ボローニャ歌劇場の
弦楽五重奏と東京音楽コンクール入賞者に
よるアンサンブルが音楽ウィークの初日を
飾りました。アンコールでは地元の白河南
中学校器楽部も出演し、パッヘルベルのカ
ノンを演奏。観客の涙を誘いました。

加藤ジュンコさんのカンツォーネ
と和サブローさんのシャンソン。
ヨーロッパの二つの国の音楽の風
を感じられる贅沢な時間が流れま
した。

11/6 「ヤマカミヒトミ
ジャズDUOライブ」
中町の飲食店カフェバール茶房
瑠でのサックス奏者ヤマカミヒ
トミさんとピアニスト後藤匡徳
さんによるジャスコンサート。
アルコールとともに音楽に酔い
しれるお客様も多くいました。

11/7
「蔵でクラシック！」

11/7
「邦楽コンサート」

藤屋蔵での椿姫ハイライ
トコンサート。中山美紀
さんと小沼俊太郎さんの
歌声と堀内由起子さんの
ピアノが良く響き、美し
い音が全身に降ってくる
ような臨場感がありまし
た。

11/8-10
ジャコバン国際ピアノ音楽祭2019in白河

本町の旧脇本陣柳屋
旅館倉座敷で三味線
奏者の田辺明さんと
筝奏者の沖政一志さ
んによる演奏。出演
者のお二人は演奏会
後に南湖公園を観光
しました。

二人の若き天才ピアニスト、ジャン=バティ
スト・フォンルプトさんとレミ・パノシアン
さんがこの音楽ウィークのためにフランスか
ら来日。玄豆屋レコード美術館とコミネスを
会場に３日間コンサートを開催しました。圧
倒的なピアノプレイで観客の心を掴み、音楽
ウィークの最後を飾りました。

左からレミ・パノシアン、ジャン=バティスト・フォンルプト、鼓緒太、さとうゆみ（敬称略）

白河市出身のマイム俳優さとうゆみさんから音楽ウィークの感想をいただきました。
５年の欧州修業を終え帰郷すると、立派なホールが建っていて驚きました。豪華な海外
ゲスト、音響設備の良さ、“白河が白河を超えた！”そんな印象の音楽祭。ボローニャ歌劇
場弦楽五重奏と共演したクラリネット奏者、アレッサンドロさん。クラリネットの印象が
激変しました。まるで１つの演劇を見たかのよう。まるで西洋の教会にいるような音の響
き・・・
フランスからのゲスト、クラシックのジャンさん、ジャズのレミさん、酒悦の演奏。真
摯なプレイと客席の純度が一体となった、ギフト空間・・・
また、会場には市外、県外からのお客様も多く、東京からも知人たちが訪れました。
この画期的、かつ挑戦的なイヴェントに貢献できたことを幸運に思います。

11/8-10「黙劇のススメ
さとうゆみ（パントマイム）」
（藤屋蔵にて）

文化庁 文化芸術創造拠点形成事業「白河文化交流館人材育成事業」

舞台制作者養成講座 vol.6
「まちをひらくハコモノ」
」

～まちづくりとホルトホールの波及効果～

12/11日㈬
■聴講
■講師

18:30 ～ 20:30

文化庁 文化芸術創造拠点形成事業「白河文化交流館人材育成事業」

舞台技術者養成講座

音を出すまでの基礎的な接続の方法とはじめての明かりづくりを
行いました。

[小ホール]

無料（事前申込不要）
是永 幹夫氏
（ホルトホール大分統括責任者）

これまで舞台制作のプロフェッショナルな講師を全国からお招きし、公共ホールの運営や
舞台制作に関する講座を行いました。最終回となる今回は全国的にも注目されている「ホル
トホール大分」の総合プロデューサーの是永幹夫氏を講師に迎えお話をお聞きします。
「ホル
トホール」とは市民が集い、学び、憩い、賑わい、交流する情報文化の新都心核施設として
誕生、7つの機能を備えた複合文化施設です。

コミネス伝言板

管理課
から！

【施設案内／コミネス専用駐車場】
コミネスには、東北本線白河駅北側に無料の専用駐車場があります。第一、第二駐
車場合せて乗用車313台・大型バス５台の駐車が可能です。駐車場からコミネスま
で徒歩で約6分です。カーナビをご利用の際には、目的地を白河小峰城や城山公園に
設定すると駐車場周辺に到着します。
ご利用可能時間 午前８時30分から午後10時30分まで（休館日を除く）

【クリスマスツリー展示のお知らせ】
コミネスでは、館内カギガタエリアにクリスマスツリーを
展示しております。
こちらのクリスマスツリーはフジヤ家具(阿久津)様よりご
寄贈いただきました。
白河駅前イベント広場から図書館前と行われているイルミ
ネーションと併せてご覧ください。
※展示の期間は12月末までとなっております。

菊地

孝子さん

受講した動機は、舞台の裏方の仕事って
どんなことをしているんだろう？という好奇心からでした。講座
は、理論と実技を組合せた実践的内容。実際に道具や機材を扱う
時は、自分の手元にだけ集中するのではなく、周りの安全に気を
配ったりと、頭と体はフル回転。回を重ねる毎に覚えることが多
くなり、上手く出来なくて悶々とすることもありますが、技術ス
タッフの方々は、いつも笑顔で、根気よく丁寧に説明してくださ
り、ほんとに頭が下がります。今では“コミネスに行けば楽しい
ことがあるよ”とちょっと誇れる場所になりました。

【年末年始休館のお知らせ】
本年はご愛顧いただき、まことにありがとうございました。
コミネスは、年末年始休館いたします。

休館期間

2019年12月28日㈯から2020年1月4日㈯まで

※12月28日㈯、１月４日㈯については点検休館日です。
新年は１月５日㈰から開館いたします。

【コミネスの休館日について】
毎週火曜日 但し、祝日を除く。（祝日の場合、振替休館日を設けます）
年 末 年 始 12月29日から１月３日まで
そ の 他 消防用設備点検等の必要に応じて、臨時の点検休館日を設けます。

NPO法人カルチャーネットワーク

CultureNetwork

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。
TEL・FAX

白河信用金庫では、白河
市の街並みを地域の皆様に
暖かく感じて頂くことを目
的に、イルミネーションの
点灯と飾り付けを行ってい
ます。11月28日には、新
白信ビルにて、点灯式を開
催しました。

E-mail：culture.network@flute.ocn.ne.jp

チケット販売情報（12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

はくしんイルミネーション

０２４８- ２２- ５２７１

②料金

③会場

④問い合わせ

⑤発売日

※各催し物の詳細は④にお問い合わせください。

12 /

ゴスペルコンサート2019 ABOO SINGERS
15［ 日 ］ 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） ⑤発売中
第23回しらかわ音楽の祭典 第２部工藤重典フルート・リサイタル
2 / 2［ 日 ］ ①14:00 ②全席自由 一般1,000円、こども（小学生以上、高校生以下）500円③コミネス大ホール 0248-22-1111（内線2387、白河市役所文化振興課内） ⑤12/2㈪
水谷千重子 ありがとうコンサート in 福島
３ / 22 ［ 日 ］ ①16:00 ②全席指定 5,800円 ③コミネス大ホール ④0570-200-027（平日13:00～18:00、GIP） ⑤発売中
三山ひろし 笑顔を届けます！コンサート 2020
４ / 18 ［ 土 ］ ①13:30 ②全席指定 Ｓ席6,500円、Ａ席5,500円 ③コミネス大ホール ④022-222-4997（平日9:30～18:00、世界芸能） ⑤発売中

しらかわ地域のイベント・公演情報

点灯期間 令和元年11月28日から令和２年1月中旬まで
点灯時間 16:30 ～ 22:00
設置場所 新
 白信ビル（西支店）、本店、新白河支店、本部、
東支店の５ケ所

①開催時間

継続中

②会場

③料金

④主催

⑤問い合わせ

2019．12月

※各催し物の詳細は⑤にお問い合わせください。

森麻由美・絵画教室生徒作品展（～12日）

①10:00～17:00

②緑川産業ギャラリー

まほろん企画展

渦文― 時を超える文様 ―（～15日）

①9:30～17:00

②まほろん特別展示室

③無料

③無料

④緑川産業
④まほろん

⑤0248-22-3300
⑤0248-21-0700

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

中山義秀記念文学館テーマ展「義秀文学と装丁」
（～1月26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

1［ 日 ］ 第32回公民館発表会
①10:30 ②コミネス大ホール

③無料

④中央公民館クラブ会長会

⑤0248-23-3810

令和元年福幸市

①11:00～16:00 ②磐城金山バス停駐車場 ③無料 ④NPO法人表郷ボランティアネットワーク ⑤080-5557-7072

小堤一 絵画教室作品展（～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
④矢吹町ふるさとの森芸術村 ⑤0248-42-4506

五歳児作品展（あさひ・ひかり保育園）
（～22日）

ふるさとの館

①9:00～17:00（最終日15:00、月休） ②矢吹町ふるさとの森芸術村
④矢吹町ふるさとの森芸術村 ⑤0248-42-4506

あゆり館

「蘇生Ⅱ」
3［ 火 ］ 白鳥哲監督作品映画
①１回目10:00～11:30、２回目15:00～16:30、３回目19:00～20:30
③500円

バレエ・スタジオ・PLANÉ

クラシックバレエを子どもに習わせたい、自分も一度はバ
レエをやってみたい。そうした皆様の思いに応え続けてまい
りました、白河の地に39年の歴史をもつ「バレエ・スタジ
オ・PLANÉ」です。
（主宰：㈳日本バレエ協会会員 鈴木
寿雄）
小さなお子様の情操教育に、クラシックバレエのレッスン
は最適です。毎年開催される発表会では、可愛らしいプリマ
たちが舞台狭しとばかり飛び跳ねています。初心者の方を対
象とした一般コースなどもあります。
今年の発表会は、12月21日㈯ コミネス大ホールにて「ド
ン・キホーテ」第２幕 夢の場 他を上演します。どうぞご
覧ください。
お問い合わせ
白河スタジオ（本部）
〒961-0986 白河市塩路山１
TEL 090-7566-1125

④ふくしまロハスプロジェクト

⑤090-1935-5759

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
①18:30 ②新白信ビルイベントホール（白河市立石） ③1,000円 ④櫻井よしこ講演会実行委員会 ⑤0248-23-1427（立教志塾）

2019 風景写真塾 NE 写真展 ―花と自然風景 and 南湖の四季（～8日）

①10:00～16:30（最終日～16:00） ②マイタウン白河１階ギャラリー（白河市本町２） ③無料
④NPS風景写真塾 ⑤090-9038-9087

月釜茶会
8［ 日 ］ 白河茶道連盟
①10:00～15:00 ②南湖公園内
澤宗久社中

③1,500円

第一席「秋水庵」裏千家 加藤宗久社中、第二席「松楽亭」江戸千家
④白河茶道連盟 ⑤0248-22-1811（須釜）

①落語会11:00～12:00 新そば打ちの実演と食事会12:15～
④大統寺 ⑤0248-23-2723

②大統寺（白河市馬町） ③無料（要申込）

（～15日）
10［ 火 ］ 第30回白河美術協会歳末チャリティー展
①10:00～17:00（最終日～15:00） ②マイタウン白河１階アートギャラリー1（白河市本町2） ③無料
④白河美術協会

⑤090-7060-3963（横田）

14［ 土 ］ 第４回まほろん館長講演会
①13:00～15:00 ②まほろん

③無料

②表郷公民館

④まほろん

⑤0248-21-0700

ギターの調べ
③無料

④表郷ギタークラブ

④矢吹町文化センター指定管理者NPO法人地域おこし夢クラブ

それいゆ

19［ 木 ］ 白河こども食堂
①開店時間15:00～19:00、食事時間17:30～18:45
・スタジオ・PLANÉ
21［ 土 ］ バレエ
①13:30 ②コミネス大ホール

第34回発表会

③無料

④バレエ・スタジオ・PLANÉ
③無料

①6:30

⑤0248-23-2723

②大統寺（白河市馬町） ③無料（要申込） ④大統寺

近隣地域のイベント・公演情報

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。

編集・発行

白河文化交流館コミネス指定管理者

⑤090-7566-1125

①10:00～17:00（最終日～15:00） ②緑川産業ギャラリー

24［ 火 ］ 大統寺定期座禅会

◎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

⑤0248-24-5000

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）

木工と折り紙展（深谷節朗、髙田昭一郎）
（～１月16日）

①開催時間

⑤090-8042-3563（生駒）

⑤0248-44-4000

カラオケ喫茶Ｋ歌謡発表会月例会
18［ 水 ］ 第109回
①11:00～17:00 ②カラオケ喫茶Ｋ ③2,000円 ④カラオケ喫茶Ｋ

…車 で お 越 し の 場 合

高根

新そば（蕎麦打ち駒形どぜう六代目渡辺孝之師）と落語の会（金原亭馬の助師匠）

革新と絶対音楽
15［ 日 ］ ブラームス
①15:00 ②矢吹町文化センター ③一般3,000円、高校生以下1,000円

◎コミネス駐車場より徒歩６分
◎白河駅より徒歩５分

②西郷村文化センター

5［ 木 ］ 櫻井よしこ講演会「激動の世界そしてアジア今後の日本の歩むべき道」

①15:00～16:30

…徒 歩 でお 越 し の 場 合

③無料

コロラドよりアルパカ展（シュガーマン典子）
（～20日）

表郷クリスマスコンサート

交
通
アクセス

③無料

②会場

③料金

④主催

⑤問い合わせ

⑤0248-22-3300

2019．12月

※各催し物の詳細は⑤にお問い合わせください。

・与一太鼓＆琵琶演奏
14［ 土 ］ 巻狩太鼓
①14:00～16:30 ②那須野が原ハーモニーホール小ホール
才～大学生）500円

④緑川産業

④公益財団法人那須野が原文化振興財団

③全席自由 大人1,000円、子ども・学生（３
⑤0287-24-0880

・ジュニアオーケストラ第6回定期演奏会
15［ 日 ］ 那須野が原ハーモニーホール
①13:30 ②那須野が原ハーモニーホール大ホール ③全席自由 大人500円、中学生以下無料（要入場券）
④公益財団法人那須野が原文化振興財団

⑤0287-24-0880

「那須與市」
22［ 日 ］ オペラ
①13:30～16:30 ②那須野が原ハーモニーホール大ホール
円、学生Ｓ席1,500円
⑤0287-24-0880

③全席指定 一般Ｓ席3,000円
Ａ席1,000円（高校生以下） ④公益財団法人那須野が原文化振興財団

Ａ席2,000

・リサイタル 三上亮×金子鈴太郎
25［ 水 ］ デュオ
①18:00 ②那須野が原ハーモニーホール大ホール
④公益財団法人那須野が原文化振興財団

③全席指定 大人3,000円、学生1,500円（大学生以下）
⑤0287-24-0880

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。

