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コミネスの由来
｢白河文化交流館は、芸術文化による地域コミュニティの活性化や新たなコミュニティの形成を事業の基本方針のひとつとしており、更
に白河市の歴史的シンボルである小峰城の膝元に立地する施設であることから、小峰城のコミネとコミュニティを併せて「コミネス」
とし、白河文化交流館が白河の芸術文化とコミュニティの拠点となるよう願いを込められています。」

●東京に行かなくても鑑賞できる催しものをしてほしい。
　(62歳・女性）
●公演の内容を初心者でもわかる説明が欲しい。
　(年齢・性別記載なし）
●駐車場の案内がもう少し丁寧だといいな・・・。
　コミネス駐車場から徒歩○分が欲しい。
　(25歳・女性）
●待望の交流会館の完成に喜んでおります。今後に期待します。
　(年齢・性別記載なし）
●スタッフの存在感がいまひとつない。頑張れ！
　(45歳・男性）

これまで寄せられたご意見

　コミネスのロビーにご意見箱を設置しています。市民の皆様と共にある
会館にしていきたいと考えておりますので、ご来館の際にはぜひご記入
ください。　新年度が始まり、風薫る新緑の白河となりました。

　昨年10月23日開館以来コミネスは、様々な舞台を繰り広げ
市民の皆様には、アンケートなどで励ましと舞台の感動を綴って
いただき、文字通り《コミネスのある生活》を実感していただけて
いるのでは、という思いであります。
　平成29年度は、ワンコイン昼コンサートの充実、夏休み親子向け
企画などに加え、能楽、歌舞伎、クラシック、ミュージカル、
民俗芸能、ダンスオペラなど幅広い舞台芸術分野の上質な事業を
紹介してまいります。加えて、｢市民共楽」の理念を実現する
ために「市民クラブ」事業の本格始動に取り組みます。
　また、広報面でもよりわかりやすく、施設面でもより使いやすい
方向に改善していきたいと考えております。
　コミネスは、今年度も「何か新しい出会いや交流ができる」
皆様の《心の広場》になるよう努めていきます。これからも
多くの方々のご来館をお待ちしております。
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に関する皆様の声を
お聞かせください !

　皆様のご意見はスタッフで共有し、
改善に向けて話し合い、実行して
いきます。市民が集まる広場と
なるよう頑張りますので、今後とも
よろしくお願いします。

より

市民自らが文化を創造できるまちづくりへ

館長メッセージ



公演名：ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団
(平成28年10月30日）

公演名：爆笑！コミネス新春寄席
(平成29年１月15日）

公演名：FUKUSHIMA 白河版 オペラ「魔笛」
(平成29年３月20日）

お客様の声 お客様の声 お客様の声
◦感激！！期待以上の演奏でした。次はN響をお願い

します。
◦仲道さんのピアノGood!
◦白河でこんな演奏が聴けてとっても感激です。

◦笑い通しでした。時間があっという間に過ぎました。

◦さすが鶴光さん。楽しかったです。

◦料金も安く、気軽に来られるので良いです。

◦初めてのオペラですが、大変素晴らしくこれから
はまりそうです。

◦今日までどれ程の練習をしたのだろうと頭が下がります。
◦衣装、舞台美術、音楽、すべて良かった。

これまでの公演の記録

　市民の皆様が撮影したコミネスの写真をご投稿ください。コミネス公式HP更新時に定期的に
掲載していきます。ライトアップされた小峰城を望むコミネス、バラが咲く公園など、まだまだ
知られていないコミネスの表情を皆様の視点を通して伝えてみませんか？
　応募方法など詳細はコミネス公式HPメインページのお知らせ〈News&Topics〉をご覧ください。

チケット購入方法

※初めての方は初期登録設定が必要です。

　いずれの方法でも
先 行 販 売 日 よ り
チケットを購入する
ことができます。

友の会会員様へ

コミネスからのお知らせ

　◦営業時間内（朝９時～夜８時まで）
に受付窓口にお越しください。

　◦支払方法は「現金のみ」
　　クレジットカードはお取扱い

できません。
　◦休館日
　　火曜日（祝日の場合は翌日）
　　年末年始（12/29～１/３）
　　その他点検等で必要があるとき
　◦友の会会員の方は、必ず会員証を

お持ちください。

みなさんのコミネス写真をH
ホームページ

Pに載せませんか？

インターネット購入
　いつでも、どこでも、簡単アクセス。最新の空席状況も確認できます。

窓口購入
　コミネスの窓口で直接購入。

施設ご利用Q＆A
Ｑ.利用料はいくらですか？

Ａ .大ホール、小ホール、附属室（楽屋、練習室など）、附属設備（照明、
音響、舞台、楽器など）等ご利用料金を単位ごとに設定しています。

　 料金一覧はホームページ「貸館ご利用について」（PDF）に掲載して
いますのでご参照ください。

Ｑ.手続きの流れはどうなりますか？

Ａ .① 申請書提出（ご利用日の12ヶ月前の日の属する月の１日から可能）
　　　　　　　※練習室のみ３ヶ月前の日の属する月の１日から可能
② 申請書の審査（ご提出日より１週間～10日かかります）
③ 審査後、請求書を郵送します
④ ご利用料のお支払い（口座振込可）
⑤ 利用許可書をお渡し（口座振込の場合は郵送します）

Ｑ.前日に準備（リハーサル）をしたいのですが、2日分の使用料
が必要ですか？

Ａ .ご利用開始時間より料金が発生し、夜間（18時～22時）等利用しない

時間も通しで料金をいただくこととなります。但し、前日準備、前日

リハーサルの場合は通常料金の半額となります。

Ｑ.申請時に何を持っていけばいいですか？

Ａ .持ち物は印鑑（団体であれば代表者の印鑑）のみで大丈夫です。申請書

の書き方は申請時にご説明しますのでご安心ください。

　 なお、申請は窓口のみでの受付となります。

購入の流れ
❶ コミネス公式ホームページ（http://www.cominess.jp/）
❷ メニュー（スマートフォンのみ）
❸ チケット予約
❹ 主催公演一覧チケット予約（“だるま”の画像をクリック）
❺ ログイン※

❻ 公演選択
❼ 座席の選択
❽ 受取・支払い　コミネス窓口（現金のみ）
　　　　　　　　セブンイレブン店頭（現金／クレジット）



今月のクローズアップ公演

「白河スーパー薪
たきぎのう

能」
特設野外舞台　雅と幽玄の世界

　震災からの修復が進む小峰城の石垣を背景に、特設能舞台でのお披露目公演です。新緑の宵のひと時をお楽しみください。

雨天時：コミネス大ホール（17時00分開場 18時00分開演）
　悪天候が予想される場合は公演３日前の５月24日（水）には公演場所の判断をし、HPやSNS等でお知らせいたします。

●５月27日(土)
●18時開演（17時開場)
●会場：小峰城城山公園内

19時15分〜19時20分
ライティングショー

　能舞台と小峰城に照射される光の
イメージに、｢白河音頭」等の白河の音
を用いた電子音響が重なり、幻想的
な空間が創出されます。１度崩れた
石垣に光をあてることには、震災への
思いが込められています。

18時30分〜19時00分 ※行列の後休憩15分
白河提灯祭り行列

　江戸時代から続く白河の伝統行事「白河提灯まつり」から約70名の行列が
小峰城に登場。行列が歩く、神輿を担ぐ、提灯を上げる、そうした動作の
ひとつ一つに白河の精神が宿っています。
　大ホールへ変更となった際には、｢白河提灯まつり」行列の演目は中止と
させていただきます。あらかじめご了承ください。

　国際的作曲家杉山洋一氏が白河の文化的風土である南湖をモチーフに作曲
した現代音楽を世界初演。沢井一恵の箏と有馬純寿のコンピュータによって
生まれる様々な音響体が会場を取り囲み、白河に全く新しい音楽の風が
吹き込まれます。

18時00分〜18時30分
現代音楽コンサート
　 ｢盃（サカツキ)」
　 作曲：杉山　洋一
　 演奏：沢井　一恵（箏）

　 　　　有馬　純寿（電子音響)杉山　洋一 有馬　純寿沢井　一恵

19時20分〜20時30分
薪 能
演目
　仕舞「高砂」

　能「石
しゃっ

橋
きょう

」

松山　隆雄
　（梅若会能楽師観世流）
山中　進牙晶
　（梅若会能楽師観世流）

　厳格な火入れ式によって薪能の幽玄な世界が幕を開けます。｢高砂」
｢石橋」どちらもこの世の幸福を祝う大変めでたい演目です。激しい威厳に
よって万難を排する「石橋」の勇壮な赤獅子の舞には圧倒されます。

●開　場：16時30分
　開　演：17時00分
　　　　　（予定公演時間90分）
●料　金：500円
●発売日：６月19日(月)
　　　　　※友の会先行販売・割引はありません
●会　場：小ホール

出演：ブラジル音楽ユニット「ボアソルチ｣ 出演：JAZZ「Happy Toco」｢ねぎぼうずのあさたろう
絵本作家 飯野和好さんと遊ぼう」
●時　間：10時00分～12時30分

（予定）
●会　場：白河市立図書館・中会議室

●料　金：無料
　　　　 （※一部要参加申込み）

｢親子でオーケストラと遊ぼう
〜仙台フィルがやってくる！〜｣
●時　間：13時30分～15時45分

●会　場：コミネス・大ホール他

●料　金：子ども（３歳以上）500円
　　　　　大人（18歳以上）2,000円
※３歳未満のお子様は入場できません。

●開　場：13時30分
　開　演：14時00分
　　　　　（予定公演時間90分）
●料　金：500円
●発売日：好評発売中　残席僅少
　　　　　※友の会割引はありません
●会　場：小ホール

　昨年10月30日に開催された開館記念事業「ハンガリー国立フィルハーモニー
管弦楽団公演」で「ピアノ協奏曲(グリーグ作曲)」を奏し、好評を博した仲道郁代
がソロリサイタルで再登場。今回はシューマン、ショパンの名曲をライン
アップ。前回、完売のためお聴きになれなかった方も是非お早目のお申し込みを。
※公演の詳細は６月号でお伝えします。

●開　場：13時30分　開演：14時00分
　　　　　　　　　　　（予定公演時間：２時間）

●会　場：大ホール
●料　金：全席指定 Ｓ席4,000円
　　　　　　　　　 Ａ席3,500円
●発売日：一般発売 ５月１日

●出　演：中村吉右衛門、中村雀右衛門 ほか
●昼の部：開場12時15分　開演13時00分
●夜の部：開場16時45分　開演17時30分
　　　　　　　　　　　　 （予定公演時間：２時間45分）
●会　場：大ホール
●料　金：全席指定　ＳＳ席8,000円　Ｓ席6,500円
　　　　　　　　　　Ａ席5,000円　Ｂ席2,500円
           【イヤホンガイド】当日ロビーにて貸出（700円）
●発売日：好評発売中【予定曲目】

<第１部>　シューマン作曲
　アベッグ変奏曲 op.1
　｢子供の情景」 op.15よりトロイメライ
　交響的練習曲 op.13　他

<第２部>　ショパン作曲
　24の前奏曲 op.28 より抜粋
　12の練習曲 op.10 第12番 ハ短調「革命」
　バラード第１番 ト短調 op.23　他

６/24
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白河文化交流館コミネス開館記念
仲道郁代ピアノリサイタル

　次代の歌舞伎界を担う女方の一人、五代目「中村雀右衛門」の襲名
披露公演です。華やかな芸風で観客を魅了した人間国宝の名女方であった
亡き父「雀右衛門」の芸風を継承し、今後の歌舞伎界の牽引役として、
さらなる活躍が期待されています。現代歌舞伎を代表する立役の中村吉右衛門
と可憐で美しい中村雀右衛門の女形芸をこの機会にぜひご覧ください。
※公演の詳細は７月号でお伝えします。

当日は、当館にて人気の「歌舞伎商品」を
販売します。お楽しみに。

７/29
[ 土 ]

平成29年度（公社）全国公立文化施設協会 主催　中央コース
松竹大歌舞伎 中村芝雀改め五代目中村雀右衛門襲名披露

８/５
[ 土 ]

平成29年度芸術文化振興基金助成事業

オーケストラ＆絵本作家と遊ぼう ８/11
[ 金 ]㊗

夕涼みコンサート

次月以降の公演

※原則として、未就学児の入場不可。　※販売状況により当日の販売を行わない場合もございますのでご了承ください。
※友の会会員は、割引がございます。　※障がい者割引制度がございますので詳しくはお問合わせください。 年間スケジュール情報はコミネスHPへ!！

ⓒ吉村　登　演目「石橋」

「文化創造都市宣言」をした白河市。古典と現代をつなぐ能楽イベントの新しい歴史を刻みます。

ワンコイン
コンサート

６/14
[ 水 ]

完売御礼
残席僅少

100
倍

Photo：Kiyotaka Saito

歌舞伎プレセミナー
受ければ、当日の歌舞伎がより
一層楽しめること間違いなし！

（料金500円/17時30分〜）

６/16
[ 金 ]

※時間は目安です。　※B席・C席の友の会割引はありません。

Ｓ席 完 売
Ａ席 3,000円
Ｂ席 2,500円
Ｃ席 1,500円（野外開催時のみ当日販売）

平成 29 年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業
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◎コミネス駐車場より徒歩10分
◎白河駅より徒歩３分　◎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

交 通
アクセス

◉白河女声合唱団　創立40周年記念演奏会
日　時：５月21日（日）　開演13時30分
料　金：500円（18歳以下無料）
お問合せ：090-2955-6509（白河女声合唱団）

◉白河スーパー薪能
日　時：５月27日（土）　開演18時
料　金：Ｓ席完売、Ａ席3,000円、Ｂ席2,500円

◉ワンコイン昼コンサートvol.３・・・Happy Toco
日　時：６月14日（水）　開演14時
料　金：500円　※残席僅少

◉平成29年度（公社）公文協「松竹大歌舞伎」プレセミナー
日　時：６月16日（金）　開演17時30分
料　金：500円　※残席僅少

◉仲道郁代ピアノリサイタル
日　時：６月24日（土）　開演14時
料　金：Ｓ席4,000円、Ａ席3,500円

◉三山ひろしコンサート2017〜演歌の夜明け〜
日　時：７月12日（水）
　　　　開演 昼の部13時、夜の部17時
料　金：Ｓ席6,000円
お問合せ：0225-22-0934（オカダプランニング）

◉平成29年度（公社）公文協「松竹大歌舞伎」中村芝雀改め
　五代目中村雀右衛門襲名披露

日　時：７月29日（土）
　　　　開演 昼の部13時、夜の部17時30分
料　金：ＳＳ席完売、Ｓ席6,500円　※残席僅少
　　　　Ａ席5,000円、Ｂ席2,500円

◉健太康太 学校ライブ大作戦☆特別編
　〜僕らが探し続けているもの〜

日　時：８月20日（日）　開演 18時30分
料　金：大人2,500円、高校生300円
　　　　中学生200円、小学生100円
お問合せ：090-9302-1790（チームパラソウル 担当 本多)

白河文化交流館コミネスでの開催されるイベント
COMINESS EVENT INFORMATION  2017.５月 ▼６月

５/14[SUN]
邦楽への誘い・・・歴史を謡う〜吟詠 琵琶 琴の世界
①13：00　②コミネス小ホール　③無料　④霞雲流白河遊雲会　⑤0248-23-2521

５/20[SAT]
扇歌謡教室30周年記念チャリティ歌謡発表会・・・特別ゲスト：津吹みゆ、こおり健太
①９：00　②コミネス大ホール　③2,500円（当日3,000円)　④扇歌謡教室　⑤0248ｰ23ｰ2155

５/21[SUN]
白河女声合唱団創立40周年記念演奏会・・・〜青島広志先生をお迎えして〜
①13：30　②コミネス大ホール　③500円（18歳以下無料)　④白河女声合唱団　⑤090ｰ2955ｰ6509（浅川）

５/27[SAT]

白河スーパー薪能
①18：00　②小峰城 二の丸特設野外舞台（雨天時はコミネス大ホール）
③S席4,000円（完売しました）A席3,000円B席2,500円　④コミネス　⑤0248ｰ23ｰ5300

６/３[SAT]
ご当地キャラこども夢フェスタｉｎしらかわ（〜4日）
①９：00　②コミネス大ホール　③無料　④実行委員会　⑤0248ｰ22ｰ1111（内2213）

６/11[SUN]
第20回白河高校吹奏楽部定期演奏会
①９：00　②コミネス大ホール　③無料　④白河高校吹奏楽部　⑤0248ｰ24ｰ1116

６/14[WED]
ワンコイン昼コンサートvol.３・・・Happy toco
①14：00　②コミネス小ホール　③500円　④コミネス　⑤0248ｰ23ｰ5300

６/16[ F R I ]
平成29年度（公社）公文協「松竹大歌舞伎」プレセミナー
①17：30　②コミネス小ホール　③500円　④コミネス　⑤0248ｰ23ｰ5300

６/18[SUN]
白河旭高等学校吹奏楽部第13回定期演奏会
①９：00　②コミネス大ホール　③無料　④白河旭高等学校吹奏楽部　⑤0248ｰ22ｰ2535

６/24[SAT]
仲道郁代ピアノリサイタル
①14：00　②コミネス大ホール　③Ｓ席4,000円Ａ席3,500円　④コミネス　⑤0248ｰ23ｰ5300

①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。

しらかわ地域で開催されているイベント
EVENT INFORMATION  2017.５月

継続開催中 和紙ちぎり絵 かすみ会展（〜11日）
①10：00～17：00（最終日15：00)　②緑川産業　③無料　④緑川産業　⑤0248-22-3300

第17回ふるさとの作家書道展（〜21日）
①９：00～17：00　②ふるさとの森芸術村　③無料　④ふるさとの森芸術館　⑤0248-42-4506

２[TUE]
絵画展（〜14日）
①10：00～18：00（月休)　②合歓（中山義秀記念文学館内)　③無料　④コーヒーの店 合歓　⑤0248ｰ46ｰ2928

山葡萄作品展（〜20日）
①11：00～15：00　②ギャラリー野の花（白河市巡り矢)　③無料　④菊池綿店　⑤0248ｰ23ｰ2662

３[WED]
ハリストス正教会一般公開（〜7日）
①10：00～15：00　②ハリストス正教会（白河市愛宕町)　③無料　④白河ハリストス正教会　⑤0248ｰ23ｰ4543

４[THU]
まほろんまつり（〜6日）
①９：30～16：00　②まほろん　③入場無料　④まほろん　⑤0248ｰ21ｰ0700

野出島の里 菜の花まつり
①10：00～14：00　②菜の花畑（白河市東下野出島坂口地内)　③無料　④野出島地域活性化プロジェクト　⑤090ｰ4885ｰ2924（本宮)

５[FRI ]
古民家　ゆう工房ツツジ祭り「布展」（〜15日）
①10：00～17：00　②ゆう工房（白河市郭内)　③無料　④ゆう工房　⑤080ｰ5569ｰ7741（林）

６[SAT]
IN THE WINDと歌おう歌声喫茶at茶房瑠
①14：00～16：00　②カフェバール茶房瑠　③無料　要予約　④カフェバール茶房瑠　⑤0248-21-9172

11[THU]
陶芸体験
①15：00（毎週木、金、土、日)　②アートまなべ（鹿嶋神社となり)　③1,000円（材料費別)　④アートまなべ　⑤090ｰ2607ｰ0303

12[FR I ]
坐禅会
①６：30　②大統寺（白河市馬町)　③無料　④大統寺　⑤0248ｰ23ｰ2723

13[SAT]
「絵手紙の旅」展（〜6月1日）
①10：00～17：00（最終日15：00)　②緑川産業　③無料　④緑川産業　⑤0248-22-3300

はじめての手話教室(20日、27日)
①10：00～12：00　②白河中央公民館　③500円（テキスト代）　④白河手話サークル草原他　⑤0248-23-3810（中央公民館)

14[SUN]
こどもまつり
①10：00～1３：00　②あゆり温泉内ゲートボール場（矢吹町)　③無料　④ふれっしゅステージ　⑤0248ｰ44ｰ3275（堀田)

コスプレウォークラリー
①10：00～17：30　②マイタウン地下会議室　③無料　④ADV企画　⑤0248ｰ27ｰ1448

第65回春季茶会
①９：00～15：00　②蘿月庵、松楽亭　③二席 1200円　④白河茶道連盟　⑤0248ｰ22ｰ1811（須釜）

ぽんた山ピザ焼き体験
①11：00　②あぶくまエヌエスネット（鮫川村)　③2,000円　④NPO法人あぶくまエヌエスネット　⑤0247ｰ48ｰ2508

16[TUE]
木工品展（〜31日）
①10：00～18：00（月休)　②合歓（中山義秀記念文学館内)　③無料　④コーヒーの店 合歓　⑤0248ｰ46ｰ2928

17[WED]
第77回カラオケ喫茶K歌謡発表月例会
①11：00～17：00　②カラオケ喫茶K　③2,000円（ソフトドリンク飲み放題・持ち込み可・要申込)　④カラオケ喫茶K　⑤0248-24-5000

えがおクラブ「ストレッチと腹式呼吸」体験教室
①13：00～15：00（第１､３水曜)　②白河中央福祉センター　③無料　④東汐璃　⑤090ｰ7335ｰ4377

20[SAT]
まほろん館長講演会「進展する考古学 その1」
①13：30～15：30　②まほろん講堂　③無料（先着60名)　④まほろん　⑤0248ｰ21ｰ0700

21[SUN]
第98回白河市中心市街地活性化事業「JAZZ CONCERT」
①16：00～17：00　②えきかふぇSHIRAKAWA　③無料　④福島県ミニコンサート実行委員会　⑤090ｰ1496ｰ7610

音供養
①10：00～12：00　②大統寺（白河市馬町)　③無料　④大統寺　⑤0248-23-2723

26[FR I ]
立教志塾講演会「子どもたちを巡る状況の変化‥‥私たちは何ができるか」
①18：30～20：00　②白河市立図書館地域交流室　③500円　④（公財）立教志塾　⑤0248ｰ23ｰ1427

27[SAT]
第1回街なか定期座禅会
①８：00　②萬持寺（白河市巡り矢)　③300円（要予約)　④街なか定期座禅会実行委員会　⑤0248ｰ22ｰ1111（まちづくり推進課）

28[SUN]
そば&落語会
①11：00　②大統寺（白河市馬町)　③無料　④大統寺　⑤0248ｰ23ｰ2723

キズナシンガーズコンサートVOL.4　キヅナタイムトラベル
①13：00　②はくしんイベントホール　③500円（当日700円）　④実行委員会　⑤kizuna_singers@yahoo.co,jp

①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。

 コミネスチケット取り扱い窓口　営業時間９時～20時(火曜日休館）

白河文化交流館コミネスの友の会 会員募集 !

TEL.0248-23-5300　FAX.0248-23-5315
http://www.cominess.jp　E-mail：shirakawa@cominess.jp

コミネスが主催する公演・イベントを、より楽しんでいただ
くための会員を募集！様々な特典が受けられます。
※会員期間：入会より年度末(平成30年３月末までとなります)
　年 会 費：個人2000円、法人3000円(１口)
※お申し込みの際、身分証の提示をお願いいたします。

白河文化交流館コミネスお問い合わせ・お申し込み

白河文化交流館コミネス
取り扱いチケット一覧

マークはコミネス主催事業です。
インターネットでの予約、購入ができます。(整理券は除く)

http://www.cominess.jp


