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宝塚歌劇星組全国ツアー白河公演

宝塚歌劇
グランステージ

『エル・アルコン－鷹－』

～青池保子原作「エル・アルコン－鷹－」「七つの海七つの空」より～
原作：青池 保子（秋田書店）
脚本・演出／齋藤 吉正

2007年、安蘭けいと遠野あすかを中心とした星組で上演された『エル・アルコン－鷹－』は、少女
漫画界の重鎮・青池保子氏の代表作である二つの海洋活劇ロマン「エル・アルコン－鷹－」「七つ
の海七つの空」（秋田書店刊）をもとに構成された作品。イギリス海軍士官の名を捨て、スペイン
の無敵艦隊を率いて七つの海を制覇する夢を追うティリアン・パーシモンの野望に満ちた生き様
を、彼に復讐を誓うイギリス海賊との対決やフランスの女海賊との愛憎を交えて描き上げた壮大な
歴史ロマンです。寺嶋民哉氏によるドラマティックな名曲の数々が、ダーティーヒーローの活躍を
鮮やかに彩るミュージカル作品の待望の再演に、どうぞご期待ください。

Show Stars

『Ray －星の光線－』 作・演出／中村

一徳

“光”、“光線”、“熱線” を意味する “Ray”。星組トップコンビ・礼真琴、舞空瞳を中心とした星組の “新しい時代への始まり” となるショー
作品。舞台上で生き生きと歌い踊る星組生たちの “輝き”、そして “Ray” の言葉にまつわる “礼”、“麗” などをテーマにお届けする、華麗
なるシンギング＆ダンシング・ショー。更なる輝きを放つ全国ツアー版『Ray －星の光線－』をお楽しみください。
主演

礼 真琴（れいまこと）、舞空 瞳（まいそらひとみ）

６月23日火 昼の部 13:30開場／14:00開演
夜の部 17:30開場／18:00開演
		

大ホール
大ホール

全席指定 Ｓ席 8,300円・Ａ席 5,500円
※当日500円増。ただし、前売り券完売の場合、当日券の販売はありません。

※未就学児入場不可（託児サービスあり・公演日一週間前までの予約）

エレクトーン

J-POP

工藤静香 Acoustic Live Tour 2020
POP IN 私とピアノ

826aska Electone LIVE 2020
youtube動画総再生数が１億回を超えた
圧倒的人気を誇るエレクトーンプレイヤー！

７月19日日

５月16日土

18:00開場／18:30開演

小ホール

全席指定
一 般 3,300円（当日3,700円）
U29 2,000円（当日2,400円）
※未就学児入場不可
発売中（残りわずか）

タンゴ

Acoustic tour 東北 初上陸！

アルゼンチン・タンゴ
ブエノスアイレスへの誘い

白河市出身 中澤源太の
ダンスとタンゴ四重奏〈Cuarteto〉

7月29日水

13:30開場／14:00開演

小ホール

全席自由
一 般 500円（当日800円）
※未就学児入場不可
発売日 5月11日月（友の会・一般とも）

17:00開場／17:30開演

大ホール

全席指定
一 般 6,700円
友の会 6,000円
※未就学児入場不可
発売日 友の会 ４月13日月
一 般 ４月25日土

コミネス友の会ご入会案内
コミネス友の会ご入会案内の公演をより楽しんでいただくための様々な特典が受けられます!!
■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
■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）
■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
♪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をご提示ください。
◇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。

ミュージカル

クラシック

ファミリーミュージカル

８月１日土

大・小ホールほか
演 奏 会 15:00開演／16:00終演予定 大ホール
楽器体験

14:00開始／14:50終了

全席指定 大人 2,000円（当日2,500円） 子ども 500円
※楽器体験は、演奏会チケット購入者のみ参加可。
※中学生まで子ども料金。3歳までの膝上鑑賞は無料、座席使用の場合は有料。
発売日 ５月11日月

ロイド・アリグザンダー原作 「人間になりたがった猫」
（評論社刊）より

９月21日月・祝

♪楽器体験 仙台フィルのメンバーと一緒に楽器を見て・聴いて・さわってみよう！
指揮者（弦楽四重奏）
弦楽器（ヴァイオリン／チェロ）
金管楽器（トランペット／ホルン）
木管楽器（フルート／クラリネット）
打楽器の体験コーナー

♪演奏会

ダンス

開演時間・料金・チケット発売日は、
「コミネス通信 ５月号」にてお知らせ
いたします。

忘れかけていたものが
見えてくる――
ライオネルが教えてくれる、人間の素晴らしさ

大人から子どもまで楽しめる名曲コンサート

出演
指
揮
横山
奏
ソプラノ
鵜木 絵里
オーケストラ
仙台フィルハーモニー管弦楽団
プログラム
♪米津玄師：
「パプリカ」
♪プロコフィエフ：音楽物語「ピーターと狼」ほか

大ホール

魔法によって人間の姿に変えられた、猫のライオネル。
ブライトフォードの町で人々と出会って初めて知ったのは、人間の心。
ライオネルが、あなたに人間の素晴らしさ、命や仲間の大切さを教えて
くれることでしょう。

横山 奏（指揮）
© 平舘平

白河市・早稲田大学文化交流事業

早稲田大学ジャズダンスサークル Oasis

演 劇

９月６日日

ブロードウェイの大ヒット作が
関西弁で生まれ変わる！
あなたも一杯いかが？

大ホール

大ホール

限界突破

エンジンかけろ、決意を持て、限界のその先へ

10月24日土

13:30開場／14:00開演
全席自由 800円
※未就学児入場不可
発売日 6月8日月

フェスティバル

開演時間・料金・チケット発
売日は、
「今後のコミネス通
信」にてお知らせいたします。

白河まちなか音楽3DAYs 2020
白河のまちなかが音楽でいっぱいの３日間

東京混声合唱団特別演奏会
プログラム
11月３日火・祝
大ホール

出演：笑福亭鶴光
林家たい平

♪大地讃頌：佐藤眞作曲
♪群
青：小田美樹作曲
♪「唱歌の四季」
：三善晃編曲ほか

全席指定

一 般 2,500円
友の会 2,000円
※未就学児入場不可

発売日

11月２日月

全席指定
特等席 6,000円
Ｓ 席 5,000円
Ａ 席 4,000円
※未就学児入場不可
発売日 ７月上旬予定

ヴァイオリニスト 小川有紀子と
ゆかいな仲間たちの演奏会

主催／福テレ

日本のロックンロールの草分け

斎藤良によるロックな講演会＋ミニライブ！
ヴェルディ・ハウス館長フェルディナンド・
11月３日火・祝
ダーニ講演会＋ミニオペラコンサート
10:30開場／11:00開演
（バリトン／ピエロ・テッラノーヴァ）
ハナミズキ室内合奏団
11月３日火・祝
13:00開場／13:30開演 弦楽四重奏 演奏会
今年も白河のまちなかを会場にタップやクラシック等の演奏会を開催します！
18:00開場／18:30開演

三遊亭円楽
林家 三平

大ホール

各回 1,000円 ※未就学児入場不可
４公演セット券 2,500円
発売日 ８月17日月

14:30開場／15:00開演

inしらかわ

13:15開場／14:00開演

小ホール

11月１日日

紀香
雅美

11月22日日

８月17日月

コミネス小ホール 日替り音楽会
全席指定

主演
藤原
久本

第六回笑門来福四人会

落 語

お茶の間に親しまれ
お馴染みの人気落語家が
コミネスに集結！

14:30開場／15:00開演

撮影：阿部章仁

交
通
アクセス

…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。

まだまだ盛り沢山、ご期待下さい。

12月26日土 シュピール室内合奏団 ワンコインコンサート
２月 7日日 フランチェスコ・メーリ コンサート
２月20日土 風間杜夫 独演会
時期未定
ピアノ開放Ｄａｙ
時期未定
第6回ハイスクール劇王
時期未定
しらかわ演劇塾 公演
時期未定
市民クラブ（コミネス♪カルチャークラブ企画）公演

【公演について】
・記載事項は2020年3月現在の情報のため、変更する場合があります。予めご了承ください。
・チケットはお電話、コミネスＨＰにて予約可能です。

【託児サービス】
公演１週間までにご連絡ください。
※対象ではない公演もありますのでお問合せください。
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