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私たちは止まらない

コミネス新館長に宮田慶子が就任
　2016年10月のコミネス開館から館長を務めていた志賀野桂一氏が2020年３月末をもって退任し、４月１日より、演
出家で新国立劇場演劇研修所長の宮田慶子が新館長に就任しました。文化の交流が奏でる感動の舞台を皆さんと分か
ち合えるように、今後もコミネスを拠点とした文化・交流事業に取り組んでまいります。

プロフィール
1980年、劇団青年座（文芸部）に入団。創作
劇、翻訳劇、ミュージカル、オペラと多方面
にわたる作品を手がける一方、演劇教育や日
本各地での演劇振興・交流に積極的に取り組
んでいる。日本劇団協議会常務理事、日本演
出者協会副理事長。主な受賞歴に、94年紀伊
国屋演劇賞個人賞、98年芸術選奨文部大臣新
人賞、2001年読売演劇大賞最優秀演出家賞な
ど。2010年から2018年まで新国立劇場演劇芸
術監督。2016年4月より新国立劇場演劇研修
所所長。

元気なコミネス、準備中！！
皆様、初めまして。この度ご縁をいただき「白河
文化交流館コミネス」の館長の任に就かせていた
だきました宮田慶子と申します。
深い歴史と豊かな文化が息づく白河市に関わらせ
ていただくことを、とても光栄に思います。市民
の皆様に愛され、親しんでいただけるコミネスの
運営のお役に立てるよう、精一杯努めさせていた
だきたいと思っています。よろしくお願いいたし
ます。

かれこれ40年間、私は演劇の演出家として、“劇
場” を自分の仕事場としてきました。自分の演出
作品の上演として使わせていただいた全国の公共
劇場は、おそらく100館を越えていると思います。
舞台芸術（演劇・音楽・舞踊・オペラ・歌舞伎・
ミュージカル・などなど）の創り手たちにとって、
劇場の舞台は磨き上げたものを乗せる「特別な場
所」です。例えていうなら、アスリートにとって
の競技場のようなものです。
長い時間をかけて準備をし、すべてを注ぎ込んで
作り上げたものを、その日一期一会の観客の皆様
に観ていただき、とっておきの「非日常」の出会
いと時間を生み出すための大切な場所、そして大
好きな場所が “劇場” です。

また一方、“劇場” は「日常の生活のなかにある文
化芸術空間」としての役目も持っています。誰も
が参加でき、心豊かな体験をし、多くの人との繋

がりを作ることができる場所です。「文化交流館」
としてのコミネスもまさにその両方を兼ね備えた
施設であると言えます。
観たり、聴いたり、参加したりできる魅力的な企
画をたくさんお届けしたいと思っています。笑っ
て泣いて感動して、でも何より、やっぱり人間は
面白い、素晴らしい、愛おしいと思えるような出
会いを作れたらと思います。そして市民の皆さん
に活用していただき、豊かで元気な毎日のための
お役に立てるコミネスでありたいと願っています。
今年度は、いよいよ（仮称）「白河市民オーケスト
ラ」が設立に向けて動き出します。
演奏なさるみなさんはもちろん、聴いてくださる
市民の皆さんが喜んでくださるオーケストラの誕
生を私も心から楽しみにしています。

今、厳しい「新型コロナウイルス禍」のなか、世
界中の人が息を潜め、見えない敵との戦いの日々
を送っています。コミネスでも残念ながら、いく
つもの公演や企画が中止・延期となりました。
一日も早く “普通” の生活に戻れることを祈りつ
つ、その時にこそ、ほっと力を抜いて、隣の人と
も肩を寄せ合って、楽しく集っていただける “劇
場” であるために、コミネスは今、準備を進めて
います。
元気なコミネスを楽しみにお待ちください。
皆様のご健康を心から願っています。

� 白河文化交流館コミネス館長　　宮田　慶子



白河市では2021年５月に（仮称）白河市民オーケストラの設立を予定しており、
白河文化交流館コミネス内に設立準備室が設置されました。
今年は、その前身となるオーケストラを組織し、11月７日㈯白河文化交流館コミ
ネス大ホールで開催する「しらかわ音楽の祭典 第１部」でチャイコフスキーの交
響曲第５番を演奏目標に活動を開始しました。
設立準備室室長には、演奏家・音楽家として素晴らしい実績があり、現在は東京
混声合唱団の事務局長を務める村上満志氏（ミュージックアドバイザー兼務）を、
指揮・指導者には、二年連続で文科大臣賞を受賞した白河第一小学校器楽クラブ
顧問の大竹晃司氏を迎え、活動して参ります。
今後、結団式の様子や練習風景を随時お知らせして参りますので、どうぞお楽しみに！

白河市民オーケストラ設立準備室が始動しました！ 全国共同制作オペラ「ラ・トラヴィアータ」（椿姫）2020.2.9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コミネス 大ホール

コミネスは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止のため、５月31日まで大・小ホールおよび練習室とそれらに付帯する施設
を利用停止しております。ご利用予定の皆様にはご心配やご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解を賜わりますようお願い申し上げます。主催
公演の中止・延期にともない、チケットを購入されていたお客様には払い戻しの対応を行っております。また、コミネスを利用予定で、感染症の影
響により利用をキャンセルされるお客様には、利用料の返還の対応をさせていただいております。
当館は一日も早く、皆様が安心して集い、交流し、素晴らしい時間を共に分かち合うことができるように、関係各所との協議を重ねながら、感染防
止の対策を最大限行ってまいります。

コミネス主催公演のチケット払い戻しについて
コミネス主催公演で中止・延期となったチケットの払い戻しは以下の方
法でお手続きをお願いいたします。

払い戻し期間：2020年４月20日㈪から７月18日㈯
※払い戻し対象公演が追加された場合など、変更する場合もございます。

窓口による払い戻し
コミネス窓口（営業時間９:00 ～ 20:00 ※火曜日および５月７日は休館）
までチケットをお持ちください。チケットと引き換えに、チケット代金
を払い戻しのうえ、コミネスチケットホルダーをプレゼントいたします。
※ 市内で感染者が発生した場合など、今後臨時休館する場合がございます。

休館の場合は郵送による払い戻しでお手続きをお願いいたします。

郵送による払い戻し
「白河文化交流館コミネス」宛に下記の①、②を同封し、特定記録郵便で
ご郵送ください。チケット代金と送料分（送料＋特定記録郵便料）を払
い戻しいたします。※送料上限280円
① お買い求めいただいたチケット（コピー不可）
② 払い戻し先情報を記載したメモ
　● 口座振込希望の場合　（お名前、電話番号、金融機関名、支店名、預

金種類、口座番号、口座名義およびフリガナ）
　●現金書留の場合（お名前、電話番号、郵便番号、ご住所）

【送付先】〒961-0075　�福島県白河市会津町1-17
　　　　��白河文化交流館コミネス　コミネスチケットセンター宛

開催延期
826aska
Electone LIVE 2020
2020．5/16土

【振替公演】
2021．2/13土
18:30開演（18:00開場）

［小ホール］
すでにご購入いただいたチケットはそのまま振替公演でご利用いた
だけますが、払い戻しの対応も行っております。尚、現在、チケッ
トの販売はしておりません。

開催中止
宝塚歌劇星組全国ツアー白河公演
2020．6/23火　
昼の部：14:00開演　夜の部：18:00開演［大ホール］

その他の中止・延期の公演についてはコミネスHPに随時掲載いた
します。また、コミネスでチケットをお取り扱いしていた公演に
ついては、コミネス窓口でも払い戻しの対応をする場合もござい
ます。詳細は公演の主催者へお問い合わせください。

施設利用料の返還について
新型コロナウイルスの影響により施設の利用をキャンセルされた方につ
いて、次のとおり利用料の払い戻しを行います。
利用料金返還の対象
ケース①… 2020年４月10日㈮から５月31日㈰までの期間中に新型コロ

ナウイルス感染症の流行拡大防止を理由としてご利用を取り
やめたすべての施設利用料

ケース②… 2020年６月１日㈪以降の大・小ホールの利用予定のうち、新
型コロナウイルス感染症の流行拡大防止を理由としてご利用
を取りやめた施設利用料

返還率
お申し出頂く時期について、返還率が異なりますのでご注意ください。
　●ケース①の場合…全額返還
　● ケース②のうち、利用日の21日前までに施設利用のキャンセルをお

申し出になった場合…全額返還
　● ケース②のうち、利用日の20日前から当日までの期間に施設利用の

キャンセルをお申し出になった場合…半額返還
※お申し出が無い場合、返還はできませんので何卒ご了承ください。

全国の劇場が連携してオペラを作り上げるシリーズに今年は金沢、東京と並んで白河が加
わり、コミネスで初演を迎えた。オペラ初演出の矢内原美邦は、幕開けから哀しげな前奏
曲に腐食していく山羊の映像を投影させ、社会的慣習のために恋人アルフレードとの純粋
な愛を諦めなければいけないヴィオレッタの自己犠牲的な面を象徴的に描き出した。２幕
でアルフレードが父親のジェルモンにヴィオレッタとの別離を迫られる場面では、歌手の
背後でダンサーが走り出すが別の者に足を引きずられるという様が繰り返され、逃れられ
ない悲劇的な運命が強調される。道を踏み外した者はスマホを向けられ、社会に曝される
という現代的な演出も印象的だった。ヴィオレッタ役のエカテリーナ・バカノヴァの劇的
な歌声と、アルフレード役の宮里直樹の透き通る歌声、ヘンリク・シェーファー率いるア
ンサンブル金沢の演奏によって高まる劇の情感とともに、新しい椿姫が生みだされた。

2020-2021シーズン 上半期公演
夏にkiku!楽器屋台

コミネスの利用および公演等の開催について

工藤静香 Acoustic Live Tour 2020
～ POP IN 私とピアノ～
Acoustic Tour 東北初上陸！

７/19日 17:30開演（17:00開場）
［大ホール］
全席指定　一　般 6,700円（当日7,200円）
　　　　　友の会 6,000円（当日6,500円）
※友の会割引は会員１人につき２枚まで
※未就学児入場不可。

発売中

音を出してみよう
本物の楽器にさわってみよう
素敵な音をきいてみよう

【芸術文化振興基金助成事業】
８月に本市を代表する夏祭り「関まつり」が行われることから、本館をク
ラシック音楽エリアとして、実績のあるプロの音楽集団の指導による、子
供向け音楽ワークショップ、オーケストラ演奏会等を開催いたします。こ
の事業は、未就学児も鑑賞可能な内容により、多くの子どもたちが音楽に
触れる機会を設けることで、子どもの創造性を育むこと、子どもの音楽鑑
賞人口、活動人口の拡大に繋げていく事業となっております。８月１日土

楽器体験　14:00開始／ 14:50終了　コミネス全館
演 奏 会　15:00開始／ 16:00終了　大ホール
全席自由　大人　2,000円（当日2,500円）
　　　　　子供　   500円
発売日　5/11㈪10:00（友の会、一般とも）
※ 楽器体験は、演奏会チケット購入者のみ参加可となります。
※ 中学生まで子ども料金。３歳までの膝上鑑賞無料、

座席使用の場合は有料となります。

ソプラノ
鵜木　絵里

指揮
横山　奏

管弦楽
仙台フィルハーモニー管弦楽団

「ママまるしぇ」開催
８月１日土 11:00 ～ 17:30　コミネスカギガタモール

9/21（月・祝）［大ホール］
開演時間・料金・チケット発売日は、決まり次第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

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。

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

7/29水 14:00開演（13:30開場）
［小ホール］
出演/ ダンサー　中澤源太、Agata（アガタ）
　　  演奏　Mentao（メンターオ）
全席自由　500円 (税込）　当日800円
※友の会割引無し
※未就学児入場不可
発売日　 5/11㈪10:00（友の会、一般とも）

ファミリーミュージカル

ニュース レポート

仙台フィルハーモニー
管弦楽団から

 ♫ のプレゼント

撮影：阿部章仁

ⓒHikaru.☆

受付方法
当館の管理課までご連絡いただき、所定の申請書類を窓口にご提出
ください。
【申請時に必要なもの】
　●返還の対象となる施設利用許可書または利用申請書
　●利用変更（取消）申請書
※ 居住地が遠方であるなど、来館が難しい場合は口座振込での返還にも対応

いたします。その際は返還を希望する振込先の金融機関の口座番号がわか
る物（通帳の写し等）をお送りください。

ご注意ください！
振込先として希望する口座は、施設の利用許可を受けた方の名義の
ものをご用意ください。また、団体名で許可を受けている方で、そ
の団体の名義の口座をお持ちでない場合は、代表の方の口座がわか
る通帳等をご用意ください。
ご不明な点がございましたら以下にお問合せください。

【白河文化交流館コミネス管理課】�電話�0248-23-5300（代表）

村上　満志　氏 プロフィール
島根大学教育学部を卒業、1971年東京藝術大学音楽学部器楽科入学。在学中に
東京都交響楽団に入団。
卒業後ドイツ政府給費留学生として渡独。元ベルリンフィル首席コントラバス
奏者のライナー・ツェパリッツ教授の下で研鑽を積む。帰国後は東京都交響楽
団首席コントラバス奏者として活動の他、ソロ・リサイタルや室内楽、また
オーケストラのソリストとして活躍。これまでに東京都交響楽団、広島交響楽
団、仙台フィルハーモニー管弦楽団と協奏曲を共演。
オーケストラ活動の傍ら、昭和音楽大学、愛知県立芸術大学、名古屋音楽大学、
東京音楽大学で後進の指導にあたった。演奏活動の他にNHKテレビのドキュメ
ント番組やドラマにおける音楽を指揮者として録音し、2000年を迎えるライブ
番組ではソプラノの佐藤しのぶ女史の伴奏オーケストラを指揮した。仙台フィ
ルハーモニー管弦楽団演奏事業部長を経て現在は東京混声合唱団事務局長を務
めている。
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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（５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会場　③料金　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。

7 / 11［土］
映画「盆唄」
①第１回10:00～ 12:14　第２回13:30～ 15:44　第３回16:00～ 18:14　②コミネス小ホール
③一般1,300円、学生1,000円　④090-5847-7991（実行委員会・髙野）

8 / 29［土］ 東汐璃　笑顔クラブカラオケ発表会＆感謝の集い歌謡ショー
①11:30　②コミネス小ホール　③全席自由　2,000円　④0248-27-3579（東汐璃音楽事務所）　

しらかわ地域のイベント・公演情報� 2020．５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 竹細工展（小林一男）　( ～ 25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

山蒲萄作品展（～ 30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

3［日］ 鈴木秋子　絵画展（～ 24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

パッチワーク『Quilt K and Mマブチ教室』展（～ 24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

15［金］ 大統寺定期坐禅会
①6:30　②大統寺（白河市馬町）　③無料（要申込）　④大統寺　⑤0248-23-2723

16［土］ 手作り２人展（荒川宣子、菊地正子）（～ 31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

20［水］ 第114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

21［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　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）

27［水］ 立教志塾定例研修会「いかに地域を活性化するか」講師：菊池奈穂
①18:30　②立教志塾　事務所　③無料　④立教志塾　⑤0248-23-1427

30［土］ 第４回父と娘の切り絵展示会（～６月11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

31［日］ 第２回　矢吹町書道愛好会展（～ 6月21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

萌の会『旧暦の端午の節句』展（～ 6月21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

52回白河皐月愛好会花季展( ～ 6月7日)
①10:00～ 17:00（最終日～15:00)　②緑川産業ギャラリー　③無料　④白河皐月愛好会
⑤0248-22-3300

近隣地域のイベント・公演情報� 2020．５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 British Hills Golden Week Event -2020- ( ～ 6日)
①終日　②ブリティッシュヒルズ　③入場料（日帰りのお客様のみ）　大人　200円　小人100円
④ブリティッシュヒルズ　⑤0248-85-1313

なかがわ水遊園　私立危険生物学園　～今年のヤバい新入生！～ ( ～ 10日)
①9:30～ 16:30　②なかがわ水遊園　おもしろ魚館ギャラリー　③無料（入館券をお持ちの方）
④なかがわ水遊園　⑤0287-98-3055

企画展　自然の宝庫！那須　( ～ 6月21日)
①9:00～ 17:00（入館は16:30まで）　②那須歴史探訪館　③大人（高校生以上）200円
④那須歴史探訪館　⑤0287-74-7007

プリモの会
♪ピアノ・エレクトーン・フルート・オカリナ・ソルフェージュ♪

　プリモの会は、白河
市・西郷村・矢吹町・塙
町に教室を持つ８人のメ
ンバーで運営していま
す。それぞれの教室で生
徒さんの指導をする傍
ら、音楽に関する種々の
イベントへの参加やピアノコンクールの運営の補助等にも携
わってきました。

　今年度は４月19日にコミネ
ス大ホールにおいて幼稚園生～
大学生までの発表会、５月31
日には同小ホールにて大人の発
表会を開催する運びでしたが残
念ながら中止となってしまいま
した。しかし、生徒さん達は学
校での校歌や合唱などの伴奏、
又いろいろなコンクールに参加
する等活躍の場を広げていま
す。大人の生徒さん達はご自分

のペースで音楽を楽しんでいらっしゃいます。何歳からでも
始められます。関心のある方はどうぞお気軽にお問い合わせ
ください。

お問い合わせ
プリモの会：090-5359-8271(佐藤)

野ばらの教会と山下りんのイコン
　白河市愛宕町に白河ハ
リストス正教会はありま
す。白河でのギリシャ正
教の宣教は明治９年に始
まりました。現存する２
代目の聖堂は、大正４年
にビザンチン様式の教会
として建築されました。聖堂と堂内のイコン（聖画像）が福
島県重要文化財に指定されています。
　聖堂は聖所を中心に十字を象った形となり、前方に啓蒙所
兼玄関、奥に至聖所を配置しています。

　聖堂の内部は聖所と至
聖所を隔てる様に、48
点（山下りん作５点を含
む）のイコンが掲げられ
ています。令和２年３月
には、山下りん作の非公
開のイコン２点、行進用

十字架が県指定重要文化財に新たに追加されました。
　教会のフェンスに沿うように伸びる野ばらは、司馬遼太郎
著「街道をゆく」にて野ばらの教会として紹介されていて、
毎年６月頃に見ごろを迎えます。

白河ハリストス正教会
所在地　白河市愛宕町
　　　　電話番号　0248-23-4543　(内部見学は要予約)


