
「創り育てる劇場」としての文化・交流のひろば

最近変わった！わが国の文化芸術の法律
観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野における施策を法の範囲に取り込み、
文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術、社会発展及び創造に活用しようとするものです。

白河市では、文化芸術の新しい5年間の基本計画を策定中です。

白河市はコミネス開館と同時に「文化創造都市宣言」。
2017年3月に文化芸術振興条例を制定し、
現在、「文化芸術推進基本計画」を策定中です。

2001年に成立、2017年6月に改正
され、「文化芸術基本法」となりま
した。

2012年6月に成立しています。

文化芸術振興基本法
A

劇場・音楽堂等の活性化に関する法律（劇場法）

B

各都市の施策文化振興計画や条例
C
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※作品は表紙をご覧ください。

　全周の光を写して燦めく床の物体は、一塵の中に世
界が宿り一瞬の中に永遠があるといった哲学の形です。
個々の孤独な存在も、環境やコミュニティーとの共振
共鳴の中にあるという感慨に繋がっています。

【作者】ヤマザキミノリ（空間演
出デザイナー、造形作家。東京
芸術大学工芸科鋳金専攻卒業。
同大学院構成デザイン修了。
女子美術大学アートデザイン表現
学科ヒーリング表現領域教授。）

　ストレッチ（伸縮性のある）布を自由自在に切り取り、
舞台上で即興的に張りめぐらせます。この布の造形に
明かりが入ると、生命を持った人間の体の神経細胞

（シナプス）のように見え、まさに体内のミクロの世界
（ミクロコスモス）が出現します。

【作者】大竹貴雄（福島県天栄村生まれ。幼少期よ
り絵や工作を好み、20歳頃から絵やオブジェなどの
制作・展示活動を始める。その後、音楽イベントでの
ライブペイントや会場装飾を
手掛けるようになり、現在は主
に布やレザーを使用し、クラブ
ミュージックを中心とした音楽
イベント等の会場装飾で全国
を巡っている。）

　舞台に展示される私の巨大絵画のタイトルは「星団
の誕生」です。星団とは、互いの重力によって作られた
恒星の集団のことで、様々な芸術が結集し新たな創造
が行われる「KEGON」に相応しい絵画だと思います。

【作者】加川広重（画家。宮城県
蔵王町生まれ。武蔵野美術大学
油 絵 科 卒 業 。 2 0 0 3 年 よ り

「巨大水彩展」を計19回開催。
白河版オペラ「魔笛」の舞台美術
も担当。平成24年度宮城県芸術
選奨新人賞。）

公演ダイジェスト

topics information

11／ 5
（日）

11／ 4
（土）

10／23
（月）

第５回コミネス人材育成講座・
コミネス開館１周年記念日特別企画

第21回しらかわ音楽の祭典

ミュージカル「アンデルセン」公演

舞台で働く人々

スペースオペラKEGONの謎を解く Vol.3

お客様の声
◦劇中にバレエのシーンがたっぷりあったので、２つの公演を観ている気分で楽しかった。舞台背景も　
　いろいろ変わるのでミュージカルは楽しい。
◦めまぐるしく変わる舞台装置に目を見張るばかりでした。待ちにまった劇団四季の舞台が白河で
　観られて本当に幸せでした。
◦すこしむずかしかったけど、たのしかった。（小２）
◦バレリーナを見ていると花のようできれいでした。
◦迫力があり良かったです。特にバレエの場面は圧巻でした。
◦クオリティの高さはさすがです。今後「劇団四季」公演が定期的に鑑賞できれば大変嬉しいです。　
　当市の文化力アップにつながるのではないでしょうか。

　舞台を作るには、企画の段階から多くの人たちが関わります。その職種
は多岐にわたり、その道のスペシャリストが集います。“上演”に至るまで
にも数百人が働いていますが、これでも最低限の人数です。舞台上だけ
でなく、いわゆる舞台裏、オーケストラピット、楽屋などそれぞれの役割
に応じて、持ち場で一斉にその職分を発揮しなければなりません。見え
ている舞台の後ろ側に多くの人が動いていることを想像すると、舞台鑑賞
がさらに楽しくなるでしょう。

　開館１周年を記念して、コン
サート付講演会を行いました。講
演はサラマンカホール音楽監督
であり、作家でもある浦久俊彦氏
をお迎えし「138億年の音楽史」
をテーマにお話をいただきました。
またピアノ曲の実演を堀内由起子
氏が行い、より具体的な内容と
なりました。

　「市民音楽祭」が行われ、市内の小中学校、高等学校、一般など27団体が
合唱や合奏を披露しました。菅野正美講師によるステージ上での合唱指導も
あり、参加者も観客も貴重な経験ができました。音楽の祭典は徐々に市民に浸透
し、新たな歴史を重ねています。

その⑤：光のアート

その⑦：布アート
シリーズ

テーマ「こどもミュージカルの制作」
◦日時　12月11日（月） 18時〜20時
◦講師　村松裕子（演出家、一般社団法人リトルミュージカル・
　　　　子どもと創る舞台の総合監修）
◦場所　コミネス小ホール
◦料金　無料（事前申込不要）

次回の人材育成講座について

●キャスト
指揮者、ソリスト、合唱、バレエ、助演、オーケストラetc
●スタッフ
公演プロデューサー、台本作家、作曲家、副指揮者、コレペティトゥール、
合唱指揮者、舞台監督、演出家、演出助手、美術、衣裳、ヘアメイク、大道具、
小道具、音響、照明、字幕制作、字幕操作、企画・制作etc

※一般的なオペラ公演を基にしています。

主な職種

チケット
好評発売中

年末年始休館の
お知らせ

12月28日（木）～
1月4日（木）は

休館とさせていただきます。
新年は1月5日（金）より営業
いたします。
12月28日（木）～1月4日（木）
はコミネス第２駐車場を終日
開放します。
レストランは12月28日（木）と
1月4日（木）営業します。

今回は舞台を彩る３つの舞台美術を紹介します。

その⑥：巨大背景画



今月のクローズアップ公演

今後の公演

※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。
※友の会会員には、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。※原則、未就学児の入場不可。（託児サービス有。要問合せ） 年間スケジュール情報はコミネスHPへ!！

2018年

1/14
[日]

第 2 回 コミネス新春寄席

2018年

3/4
[日]

国指定重要無形民俗文化財

淡路人形浄瑠璃　
2018年

2/9
[金]

ＤＲＵＭ  ＴＡＯ  SPECIAL  LIVE 
2018　白河特別公演

2018年

1/19・20
[金・土]

ミシェル・ルグランとヌーヴェル・ヴァーグ
映画に新しい波を生んだ、映像と音楽の豊かな関係

12/21
[木]

ワンコイン昼コンサート Vol.5

～クリスマスコンサート～
◦開　場　13時15分
◦開　演　14時00分（予定公演時間 1時間10分）
◦料　金　500円（全席自由）
◦会　場　コミネス大ホール
◦発売日　好評発売中
◦出　演　デンハーグピアノ五重奏団
◦曲　目　ピアノ五重奏曲  作品114「ます」より第４、５楽章
　　　　　　　　　　　　　　　　　（F.シューベルト作曲）
　 　　　　 主よ人の望みの喜びよ（J.S .バッハ作曲）　ほか

◦開　場　17時15分
◦開　演　18時00分
　　　　　（予定公演時間 1時間40分 
　　　　　休憩含む）
◦料　金　Ｓ席 2,000円　
　　　　　Ａ席 1,500円（全席指定）
　※友の会会員、25歳以下は500円引き。
　　S席2,000円→1,500円
　　A席1,500円→1,000円
　　会員証、身分証明書提示要。
　　詳しくはお問い合わせください。
◦会　場　コミネス大ホール
◦発売日　好評発売中
◦出　演　デュエットゥ かなえ＆ゆかり
　　　　　（木内佳苗、大嶋有加里）
◦曲　目　カルメン組曲「闘牛士」
　　　　　（ビゼー作曲／R．シム編曲）
　　　　　　　　　　　　　　　ほか

◦開　場　13時15分
◦開　演　14時00分
　　　　　（予定公演時間　約2時間　休憩含む）
◦料　金　Ｓ席2,500円／Ａ席2,000円（全席指定）
◦会　場　コミネス大ホール
◦出　演　淡路人形座
◦演　目　戎舞（えびすまい）ほか
◦発売日　友の会先行　12月11日（月）9時00分より
　　　　　一般販売　　12月18日（月）9時00分より

◦開　場　17時45分
◦開　演　18時30分
　　　　　（予定公演時間  約1時間40分  休憩なし）
◦料　金　Ｓ席5,500円
　　　　　Ａ席4,500円
   　　　　Ｂ席4,000円
　　　　　（全席指定）
◦会　場　コミネス大ホール
◦発売日　好評発売中
※友の会割引あり
　　　　　　　　　　

60年代フランス映画の「ヌーヴェル・ヴァーグ」から音楽ミシェル・
ルグランの作品を特集する上映＋解説＋ミニコンサートの２日間。

◦開　場　作品ごとの上映時間はコミネス公式HPでご確認下さい。
　　　　　ＨＰ：http://www.cominess.jp
　　　　　※『天使の入江』は1月20日のみの上映です。
◦料　金　1回上映　500円（全席自由）
　　　　　1日パス　1,000円（全席自由）
◦会　場　コミネス大ホール
◦発売日　好評発売中
◦上映作品『女は女である』(1961年)
　　　　　『5時から7時までのクレオ』(1962年)
　　　　　『天使の入江』(1963年)
　　　　　『ロシュフォールの恋人たち』(1966年)
■演奏者
　谷川賢作（ピアノ・編曲）
　吉田篤貴（ヴァイオリン）

『5時から7時までのクレオ』
Cleo de 5 a 7 
(c) agnes varda et enfants 1994

※友の会割引あり
※Ｕ25割引あり
　（コミネス直接窓口販売
　のみ、各席500円引き）
　身分証明書提示要。
　詳しくはお問い合わせ
　ください。

◦開　場　午前の部10時30分　午後の部14時00分
◦開　演　午前の部11時00分　午後の部14時30分
　　　　 （予定公演時間 2時間）
◦会　場　コミネス小ホール
◦料　金　2,500円（全席指定）
　　　　　※友の会割引あり
◦発売日　好評発売中

◦出　演　桂
かつら

　米
よ ね す け

助（落語）
　　　　　六

ろ っ か て い

華亭 遊
ゆ う か

花（落語）
　　　　　コント青年団（コント）
　　　　　母

ははごころ

心（漫才）
　　　　　春

しゅんぷうてい

風亭 昇
しょういち

市（落語[前座]）

　　光の演出
　第２部では曲のイメージを光で表現
します。ピアノが奏でる音と照明を
合わせると楽しみ方も変わってきます。

　　連弾＆2台ピアノ
　1台のピアノをふたりで演奏する連弾。20本の指で奏でる
音は重厚であり色彩豊か。連弾ならではの表現を楽しんで
ください。
　2台ピアノはコミネスが所有するフルコンサートグランドピ
アノを挟んで対峙。2台のピアノが絶妙に変わる瞬間や、それ
ぞれの個性が際立つ面白さを、ぜひ感じて聴いてください。

　　みんなが知っている曲がたくさん
　第１部ではショパンの名曲「ノクターン第２番」、ブラームス
の代表作「ハンガリアン舞曲第５番」など。ラグタイム曲で
おなじみの「エンターテイナー」ではサプライズも。
　第２部では小学生にも聴き馴染みのある映画もののけ
姫より「アシタカとサン」。大人には感傷や郷愁を感じさせる

「ニューシネマパラダイス」。そして誰しもが耳にしたことの
ある「ボレロ」などなど。親子で楽しめるプログラムです。

　コンサート活動をしていると、よくこんな質問をされます。
「１台のピアノをあえて、ふたりで演奏するのはなぜですか？」
この質問を受けるたびに、連弾の魅力がわかりやすく伝わる
ように、いろんな説明をしてきました。

◦ふたりで演奏することによって、時には
　オーケストラにも勝るサウンドが生まれ　
　るんです。
◦違う個性のふたりがぶつかり合うことに　
　よって、迫力が増すんです。
◦ふたりの音が溶けあった瞬間に、心地
　よい響きが生まれるんです。  などなど。

ふたりで演奏することによって、88鍵の鍵盤（2台ピアノで
は176鍵）を全て鳴らして、一人では表現できない音楽！
デュエットゥサウンド !!を目指しています。

　みなさまには、ぜひ会場で体感して頂ければ嬉しいです。
私たちと会場のみなさまが一体
になり、コミネスでのコンサート
が素敵なものになりますように。

１９世紀ウィーン式ピアノの栄華 
〜アントン・シュヴァルトリンク〜

　今回使用する“アントン・シュヴァルトリンク
(Anton Schwardring)”は、1835年頃のプラハで
製作されました。白鍵は真珠層を持つ貝で彩られ、
黒鍵には金箔の下地に鼈甲（べっこう）がかぶせられて
いる豪華絢爛たる様相、そしてピアノ作りの中心
であったウィーンの伝統が息づく柔かさと東欧の
陰影が感じられる美しい音色の楽器です。また、

“ウィーン式アクション”と呼ばれる特別な打弦機構
を備えているためタッチが軽く、音色は明瞭で華やか、
極めて繊細な指先の動きにも俊敏に反応し、様々な
ニュアンスが引き出せます。
　さらに、現代のピアノにはないユニークなペダル

「モデラート・ペダル」は、幻想的な表現効果を生み
出し、演奏にいっそうの彩りを添えてくれます。

平成29年度公共ホール音楽活性化支援事業

ピアノデュオコンサート　デュエットゥ
～ピアノの新しい楽しみ～

12／15
（金）

音楽が大好きな小学生から、名曲を聴きたい大人まで楽しめる2台ピアノの競演

コンサートを楽しむための3つのポイント

ここがPOINT①

ここがPOINT②

ここがPOINT③

デュエットゥ
からのメッセージ

U25割
あり

世界的にも珍しいフォルテピアノを用いたピアノ五重奏団です。
クリスマスにお届けする「フォルテピアノで聴くクラシック名曲
コンサート」をお楽しみください。

残席わずか

残席わずか

写真はイメージです。

今回使用するフォルテピアノとは？
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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

私は、ダンスのインストラクター
になるのが夢です。そのため

に、ダンススクールへ通い、いろい
ろなジャンルのダンスを習っています。
　ダンスのイベントやコンクールにも出ています。今、
練習している「スペースオペラKEGON」のオーディ
ションに応募したのも、大好きなダンスができて、この
コミネスで発表できるからです。コミネスの大ホールで
は、何度かダンスをしたことがあります。たくさんのお
客様の前で踊るのはとてもきんちょうしますが、それ以
上に楽しい気持ちの方が大きいです。「スペースオペラ
KEGON」の来年の３月公演に向けて、月２回練習をし
ています。練習は大変ですが、指導してくださる先生方
は優しくて、一緒に出演するみんなとも友達になりまし
た。本番当日は、コミネスの大ホールが満員になるくら
いのお客様に来ていただいて、私たちの練習の成果を見
てもらいたいです。

市民ヴォイス
スペースオペラ KEGON 出演

　木
き ど

戸　庵
いおり

さん　小学6年生

「夢への一歩」

　音楽ホール形式と劇場形式では舞台照明のできること
が異なります。音楽ホール形式では音響反射板を組むため、
舞台上部のバトンに設置するスポットライトに限りがあります。
12月15日のピアノデュオコンサートでは舞台の袖にスタンド
等で設置するステージサイドスポットや客席の両側壁面に
設置されるフロントサイドライト、そして舞台上の特定の
人物だけ照射するフォロー
スポットライトで演出をし
ます。なお、劇場 形式で
行う3月のスペースオペラ
KEGONでは、さらに大が
かりな照明効果を作り出す
ことが可能です。

〈舞台照明編〉ホールの豆知識

3 /17 [ 土 ]
華の競演 復興支援歌謡コンサート…出演、大月みやこ 山本あき
①14：00　②4,000円(全席指定)　③0248-44-4000（矢吹町文化センター） 開催場所：矢吹町文化センター

取り扱いチケット情報
①開演時間　②料金　③問い合わせ　※各催し物の詳細は③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情報  2017.12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。

継続開催中 山葡萄作品展（〜26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　⑤0248-23-2662

１ [ 金 ] 編物、小物、つるしびな展（〜26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　⑤0248-46-2928

２ [ 土 ] あなたに贈るコンサートinGOKA
①17：30　②五箇市民センター(五箇郵便局前)　③無料　④住みよい五箇をつくる会　⑤090-5595-6792(平山)

森麻由美 絵画教室生徒作品展（〜14日）
①10：00〜17：00(最終日15：00)　②緑川産業　③無料　⑤0248-22-3300

しらかわ女子マルシェ
①10：00〜15：00　②マイタウン白河地下フロア　④産業サポート白河　⑤0248-21-7361

小さな週末映画祭「わたしはロランス」
①1回目14：30、2回目18：00　②コミュニティカフェEMANON　③白河市中心市街地での1,000円（税込）以上のお買い物
レシート(1週間以内)　④本町シアタールームプロジェクト　⑤0248-57-5067

３ [ 日 ] 新そばと落語の会
①11：00　②大統寺(白河市馬町)　③無料(要申込)　④大統寺　⑤0248-23-2723

SHIRAKAWA FOLK CONCERT Ⅵ SONG FOR YOU
①12：30〜17：00　②はくしんイベントホール(白河市立石)　③500円(当日700円)　④福島県フォークソング協会　
⑤080-6044-6162(須藤)

ギターデュオ「ビスターリ」&石川フィルハーモニック
①14：00　②クリスタルホール(石川小学校内)　③1,000円(学生無料)　④石川フィルハーモニック　⑤090-2275-2169(岩谷)

４ [ 月 ] 第28回白河美術協会 歳末チャリティ展（〜10日）
①10：00〜17：00（最終日16時）　②マイタウン白河１階　③入場無料　④白河美術協会　⑤090-7060-3963

６ [ 水 ] 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、2、３水曜)　②白河市中央福祉センター　③無料　④東汐璃　⑤090-7335-4377

７ [ 木 ] 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)　⑤アートまなべ　⑤090-2607-0303

９ [ 土 ] サンクトペテルブルグ室内合奏団 クリスマス/アヴェ・マリア
①14：00　②棚倉町文化センター（倉美館）　③4,500円(全席指定)　④光藍社 KORANSHA　⑤0247-33-9610

10 [ 日 ] 月釜茶会
①9：00〜15：00　②南湖公園内(秋水庵・松楽亭)　③2席1,200円　④白河茶道連盟　⑤0248-22-1811(須釜)

大人のクリスマスパーティー
①17：30　②喫茶小路　③2,000円(食事、ドリンク、生演奏付き)　④ 喫茶小路　⑤0248-24-0769

地域体験教室…健康体操、コミュニケーションUP、食育・健康料理教室
①10：00〜11：30(第2、4水、金曜)　②らふみーる(白河市高山西)　③無料　④あんだんて　⑤0248-21-7607

16 [ 土 ] 第4回館長講演会「進展する考古学(4)」
①13：30〜15：30　②まほろん　③無料　④まほろん　⑤0248-21-0700

白河折り紙教室愛好会「たのしい折り紙展」
①10：00〜17：00(最終日15：00)　②緑川産業　③無料　⑤0248-22-3300

心に響くロシアの魂 興奮と感動のチャイコフスキー 管弦楽:山形交響楽団
①16：00　②矢吹町文化センター　③一般3,000円 高校生以下1,000円(全席指定)　④矢吹町文化センター　⑤0248-44-4000

17 [ 日 ] 文化財講演会「戊辰戦争期の陣地遺構とその特質」
①１部10：00〜12：00　2部13：00〜15：30　②まほろん　③無料　④まほろん　⑤ 0248-21-0700

19 [ 火 ] 立教志塾定例研修会…演題「アベノミクスを総括する」
①18：00　②鹿島ガーデンヴィラ　③無料　④立教志塾　⑤0248-23-1427

20 [ 水 ] 第84回カラオケ喫茶K歌謡発表会月例会
①11：00〜17：00時　②カラオケ喫茶K　③2,000円(ソフトドリンク飲み放題・持込可・要申込)　④カラオケ喫茶K　⑤0248-24-5000

24 [ 日 ] 第105回 白河市中心市街地活性化事業 クリスマスミニコンサート…出演 IN THE WIND
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　⑤090-1496-7610

ロイヤルクリスマスブッフェ
①18：00　②グランドエクシブ那須白河　③8,000円（税・サ込）　④グランドエクシブ那須白河　⑤0248-25-8111

貸館イベント情報  2017.12月
①開演時間　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。

12 /２ [ 土 ] 学習講演会…講師 元東海村村長 村上達也氏　演題「原子力発祥の地村長の脱原発論」
　　　　　…講師 芥川賞作家・福聚寺住職 玄侑宗久氏　演題「失題」
①13：30　②コミネス 小ホール　③無料　④福島県内の全原発の廃炉を求める会　⑤0246-24-2340（広田法律事務所）

12 /3 [ 日 ]  第30回公民館 30周年記念発表会
①10：00　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

12 /10 [ 日 ] 第11回明るい未来 元気に大きな輪 輝け唄の祭典
①9：00　②コミネス 大ホール　③2,500円　④福島県うぐいす会ほか　⑤0248-52-2251

ABOO Singers ゴスペルコンサート2017
①14：00　②コミネス 小ホール　③500円 (当日800円)未就学児無料　④ABOO Singers　⑤0248-22-5271

12 /17 [ 日 ] 平成29年度第36回福島県高等学校総合文化祭活動優秀校公演
①10：30　②コミネス 大ホール　③無料　④高文連活動優秀校公演実行委員会　⑤024-932-0898（事務局郡山東高校）

12 /20 [ 水 ] 健康診断
①9：00〜12：00　②コミネス　③無料　④品川シーズンテラス健康クリニック　⑤03-3452-3381

12 /22 [ 金 ] グローブ文芸シアター2017 クリスマス・キャロル
①18：30　②コミネス 小ホール　③一般2,000円(当日2,400円)高校生以下1,000円(当日1,200円)　
④グローブ文芸シアター　⑤090-1708-4130

12 /23 [ 土 ] バレエ・スタジオ・プラネ第32回発表会 
①13：30　②コミネス 大ホール　③入場無料　④バレエ・スタジオ・プラネ白河スタジオ　⑤090-7566-1125

12 /24 [ 日 ] SWING BLAZE ORC 
①14：00　②コミネス 小ホール　③500円 小学生以下無料　④スウィング・ブレイズ・オーケストラ

「創り育てる劇場」としての文化・交流のひろば
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コミネス混声合唱団員・市民クラブ（仮称）メンバー随時募集中！
　コミネスでは、レジデンシャルアーティストとして活躍する『コミネス混声合唱団』団員
及び日常的に人と人が集える広場づくりを目指す『コミネス市民クラブ（仮称）』メンバー
を募集中です。
　詳しくは、白河文化交流館コミネス（0248-23-5300）までお問い合わせください。


