


2月9日㈰ 14:00開演/13:00開場（休憩２回・17:00終演予定）

［大ホール］

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）

好評発売中！
S席：￥8,000　A席：￥6,000
B席：￥5,000　C席：￥3,000
車イス席、介添席：￥４,000
※友の会　500円引
※SS席は完売いたしました。

コミネス三年半の集大成事業
オペラ「ラ・トラヴィアータ（椿姫）」

コミネス館長　プロデューサー　志賀野 桂 一
　コミネス開館以来、創作系の事業、まちの活性化に寄与する事業、歴史のまちならで
はの事業、若い世代の才能を育成する事業、市民参加のチャンネルを広げる事業など柱
を立て、自主事業を展開してきました。とりわけ創作系事業は、年間１本を目標に白河
版「魔笛」、野外のスーパー薪能、スペースオペラKEGON、楽劇「影向のボレロ」、能
/オペラ「恋歌舞SO-MON」を行い、コミネス第１フェーズ４年間で、５本の大型事業
の創作事業公演を行ってきました。「昭和歌謡コンサート」と「まちなか国際音楽ウ
イーク」も創作系事業として加えると７本となります。そして、最終の大型事業が全国
共同制作オペラの「ラ・トラヴィアータ」公演となります。
　この事業は、東北・関東・北陸という遠隔地の劇場が協働によって、単独ではなしえ
ない、パッケージではない、最高品質のオペラを上演し、感動を共有することで地域文
化力の向上を実感していこうとするものです。劇場制作の過程で人材交流や育成の側面
もあるプロジェクトです。
　内容については、白河誘致にあたって有名オペラを希望し、「あらゆるオペラで最高
の人気作」と言われている「ラ・トラヴィアータ」に決定しました。歴史物の多い中
ヴェルディ作品の中で、これは当時の社会で実際にあった話をもとにしたヴェリズモ的
なオペラです。ヴェルディ自身、妻マルゲリータを亡くし、ストレッポーニを後妻にし

オペラ

椿姫

ていた体験とも結びついて、リアルな説得力を持つ音楽に仕上がっているとも言え
ます。原作小説と戯曲を書いたデュマ・フィスの公演を観てすぐにオペラに着手し
たヴェルディの気持ちが表れています。主役のヒロインは、コロラトゥーラ（アジ
リタ）レッジェーロの技術が要求される１幕、そして２・３幕は重い声のリリコ
と、かのフレーニも歌いこなせなかったソプラノであることから選考は難航しまし
た。あらゆるテクニック・表現力が必要な代表的な役柄がヴィオレッタ役です。最
終的に世界的な歌姫として名高いエヴァ・メイがヴィオレッタ役に決まりました。
また相手役アルフレードにはテノールでリリコスピントの声で、今最も脂の乗り
切った宮里直樹が選ばれました。ジェルモン役の三浦克次、その他公募オーディ
ションによって実力のある歌い手がキャストに組まれています。また、合唱団は３
館それぞれが受け持つということで、開館以来様々な公演で活躍しているコミネス
混声合唱団の皆さんに出演いただくことになりました。
　この事業の特徴は、作品に新たな光を当て創造発信することです。その要となる
仕事が「演出」です。海外で評価も高いクリエイター集団、ニブロールを主宰する
矢内原美邦さんですが、オペラ演出は初めて、『椿姫』を全く新しい視点でとらえ
直すものとなります。1850年頃のパリ社交界を現代に置き換え、主役ヴィオレッ
タの自己犠牲・生き方に共感しながら、これまでに見たことのないオペラ『椿姫』
の世界が生まれようとしています。
　170年の時を超えて甦る白河初演オペラ「ラ・トラヴィアータ（椿姫）」ご期待
ください。

オーケストラ・アンサンブル金沢

矢内原美邦 ヘンリク・シェーファー エヴァ・メイ 宮里　直樹
深谷義宣auraY2

指　　　揮：ヘンリク・シェーファー
演出・振付：矢内原美邦
管　弦　楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
ヴィオレッタ：エヴァ・メイ（ソプラノ）
アルフレード：宮里直樹（テノール）
合　　　唱：コミネス混声合唱団（白河公演）



コミネス開館時間　９:00 ～ 22:00
窓口営業時間　　　９:00 ～ 20:00

コミネス伝言板
管理課
　から！

「日本舞踊を学ぶ」ワークショップ
　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ています。
　初回の稽古では、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ました。
　コミネス大ホールで受講生たちの成果発表会を開催しますので、ぜひご来場ください！

<成果発表会>　２月22日㈯　14:30開場／ 15:00開始　［大ホール］　入場・観覧無料

「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
　■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】
　■受付開始　令和２年２月１日㈯　９時より
　■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2月1日から同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２月１日から同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）

長唄「寿」の稽古の様子 中川雅寛氏による長唄「寿」の実演

【コミネス開館日カレンダー】【利用料改定のお知らせ】
　利用する方と利用しない方の負担の公平性確保のため、利用料の一部が改定されます。
改 定 日：令和２年４月１日㈬
改定対象：大ホール・小ホールの利用料、その他施設の利用料の一部。
　　　　　備品利用料の一部。
　　　　　詳しい内容については白河市HP・コミネスHPに掲載いたします。

※練習室1・2、ミーティング室については、施設・備品利用料ともに据え置かれます。
　 また、４月１日以降のご利用についても、３月29日までのお支払い分につきまして

は改定前の料金を適用いたします。

入会日

入会日

嬉しいお知らせ!!
　館内レストラン「ブラッスリ― ラ・セゾン」にて
コミネス友の会会員限定の割引優待が受けられるようになりました。
♪割引の内容♪
　◇�コミネス友の会会員カード１枚につき２名様まで５％割引を受
けられます。

　◇�ご注文時にお声かけ、コミネス友の会会員カードのご提示をお
願いいたします。

　◇時期やメニューにより割引の対象とならない場合がございます。
　　�詳しくは、ブラッスリー�ラ・セゾン（℡0248-27-2387）へお
問合せください。� 令和２年２月１日㈯から利用可能です!!

共催事業　しらかわ演劇塾第四回公演

「しらかわ演劇塾版　夏の夜の夢」
原作：Ｗ・シェイクスピア　脚本：牧田　純一　演出：十文字律子

2/22土－23日　[小ホール]

22日土　15:00開演　23日日　①11:00開演　②15:00開演　※各回30分前開場

　原作は偉大な劇作家シェイクスピアの代表的な喜劇「A Midsummer Night’ s Dream」。
「夏の夜の夢」または「真夏の夜の夢」と訳され日本でもとても上演回数が多い本作
を、現代の日本に置き換えたオリジナル版の脚本で上演します。今回はキッズ・
ジュニア・一般クラスの合同公演。小学生から60代までの塾生みんなで夢の世界を
創りあげます！
全席自由　一般 1,500円、25歳以下 1,000円、高校生以下 500円　発売中

　日本の伝統芸能である日本舞踊の舞を間近で鑑賞
するとともに、参加者が講師から舞踊や所作の指導
を受けて実際に自分も身体表現を体験してみること
で、日本文化への理解を深め、身体表現活動への関
心を高めるワークショップです。
　長唄の寿の歌詞に込められた「日本の心」、即ち
普遍的な「人と人」「人と自然」を結ぶ「愛」を
しっかりと理解した上で舞
台において成果発表する事
により「身体表現」だけで
なく、心を身体で表現する

「心体表現」を体験して頂け
れば幸いでございます。

日本舞踊家/中川流家元

中川 雅寛



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

…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（２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。

2 / 2［日］
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
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　④0248-22-1111（内線2387、白河市役所文化振興課内）

2 / 26［水］夢スター歌謡祭（出演：千昌夫、瀬川瑛子、金沢明子、門倉有希）
①13:00　②全席指定　プレミアムシート　7,480円　③コミネス大ホール　④03-5393-7720（夢グループ）

３/ 8［日］活弁士と浪曲師が魅せる「語りの世界」
①14:30　②全席指定　2,000円（当日500円増し）　③棚倉町文化センター　④0247-33-9610（棚倉町文化センター）

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
④0570-200-027（平日13:00～18:00、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� 2020．２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 山蒲萄作品展（～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菊地綿店　⑤0248-23-2662

ハンドメイド展（ママさんたちの手芸グループ）（～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

中山義秀記念文学館テーマ展「中山義秀文学的業績」（～3月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

1［土］ 白河民舞愛好会　伝統文化親子教室　修了式・ミニミニ発表会
①12:00　②コミネス小ホール　③無料　④白河民舞愛好会　⑤090-2608-8230

第25回中山義秀文学賞贈呈式・受賞記念講演会「手八丁！足八丁！〈北海道の名付け親〉松浦
武四郎の知られざる横顔」　講師：河治和香
①13:30　②白河市立図書館多目的ホール　③無料（要申込）　④中山義秀顕彰会　⑤0248-46-3614

添田恒夫・友美二人展（陶芸作品・織物作品）（～14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

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～」（～3月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

2［日］ 第24回白河市東音楽フェスティバル　ふるさとの空にひびく　心の音色
①12:50　②白河市東文化センター　③無料　④白河市東音楽フェスティバル実行委員会
⑤0248-34-1131又は0248-34-1126

ドキュメンタリー映画「奇跡の小学校の物語　この学校はなくさない！」
①14:00　②棚倉町文化センター（倉美館）　③全席自由　500円　④倉美館運営協会　⑤0247-33-9610

光南高校美術展（美術部・アートファクトリー部・優秀作品）（～23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

陶芸サークル作品展（木曜会・土曜会・アートスペース矢吹）（～23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

8［土］ 第5回まほろん館長講演会「考古ニュースを解説する」
①13:00～15:00　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

11［火］ 白河だるま市
①9:00～19:00　②白河市本町・中町・天神町　③無料　④白河まつり振興会（白河観光物産協会）　⑤0248-22-1147

薪ストーブマルシェ
①10:00～16:00　②スローライフのゆう工房（白河市郭内11）　③無料　④スローライフのゆう工房　⑤0248-27-7741

15［土］ 白河第一小学校器楽クラブ～日本学校合奏コンテスト2019ソロ＆アンサンブル部門～文部科学大臣賞受賞記念コンサート
①13:30　②コミネス大ホール　③無料　④白河市立白河第一小学校　⑤0248-23-3240

16［日］ まほろん冬まつり
①9:30～16:10　②福島県文化財センター白河館まほろん　③無料（一部、体験料が必要）　④まほろん
⑤0248-21-0700

新春初笑い寄席　出演：三遊亭円左衛門
①14:00　②新はくしんビルイベントホール　③500円（75歳以上無料）　④立教志塾　⑤0248-23-1427

趣味色々展（オアシスの会：木綿アート、水彩画、小物等）（～27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

19［水］ 第111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

20［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）

23［日］ ふれあい春の集い in 表郷2020～「みんなでSDGｓ」
①10:00～14:00　②表郷公民館　③無料　④NPO法人表郷ボランティアネットワーク　⑤080-5557-7072

近隣地域のイベント・公演情報� 2020．２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。

15［土］ 那須野が原ハーモニーホール・開館25周年記念事業　第15回ハーモニーホール展～夢…未来～（～23日）
①10:00～17:00（最終日～16:00）　②那須野が原ハーモニーホール第1・2ギャラリー　③200円（大学生
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

22［土］ オルガン・シンフォニーコンサートVol.6　ジャン＝フィリップ・メルカールト　オルガンリサイタル
①15:00　②那須野が原ハーモニーホール大ホール　③全席自由　1,000円、小・中学生無料（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

プレジールオーケストラ白河
　私たちプレジールオーケストラ白河は、小中高校生から老
若男女誰でも参加できる弦楽オーケストラです。
　定期演奏会、ボランティア演奏など地域に根差した音楽文
化活動を続けていきたいという想いで10年前に結成し、初
心者から経験者までのメンバーで楽しく活動しています。

　春には第10回定期演奏会を開催いたします。
是非私たちの弦楽アンサンブルの響きをお楽しみください。

プレジールオーケストラ白河　第10回定期演奏会
５月３日㈰　コミネス大ホール　入場無料
14:00開演（13:30開場）
曲目　弦楽セレナーデ/ドヴォルザーク
　　　ディヴェルティメント/モーツァルト
　　　皇帝２楽章/ハイドン　他

お問い合わせ
プレジールオーケストラ白河　事務局：090-7795-6517

白河民舞愛好会
　私たち「白河民舞愛好会」は、
昭和42年に「太田民踊会」とし
て発足し、今年で53年目となり
ます。現在は白河民舞愛好会内
に、民踊民舞の「太田民踊会」、
舞踊教室「徳秀会」、子ども個人
教室「つぐみ会」、健康に老いる
が目標の「ハッスル民踊隊」、地元白河市の民舞を守る「白
河の踊り保存会」の５団体が所属し、それぞれが目指す芸の
精進をしております。

　また、伝統を守る担い
手として、子どもたちの
指導に力を入れ、平成
14年に文化庁の委嘱事
業に参加し、「伝統文化
子ども教室」を開室、現
在は、５年満了を期に文

化庁の事業を離れ、白河民舞愛好会の活動として現在に至っ
ております。毎年４月に教室を開講し、1年毎に更新する形
をとっており、今年で17期生となります。
　修了式を兼ねた子どもたちの発表会を２月１日㈯12時よ
り、コミネス小ホールで開催致します。ぜひお誘い合わせの
上、ご来場ください。
　なお、4月からの18期生も募集いたします。
お問い合わせ
白河民舞愛好会　会長　太田かずえ
TEL：090-2608-8230


