戊辰戦争１５０周年に呼応した
舞台公演をしていきます。
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今をよりよく生きるために歴史を訪ねる。
～ コミネスで行われている市民活動の紹介
こどものための

能講座

コミネス能楽ワークショップ
日本最古の演劇「能」を体験してみよう

◦受講日時 〈12時30分～17時30分〉1月7日（日）、1月8日（月祝）、1月27日（土）
〈15時30分～19時30分〉2月2日（金）
※上記の日程で１コマ１時間の稽古を計4回受講いただきます。
（1日数コマも可能です）
◦対

象

5歳から15歳まで（定員20名）

◦受講料

2,000円※兄弟姉妹で受講する場合は、2人目から1,000円となります。

◦講

山中 迓晶（能楽師、観世流シテ方、梅若会）

師

やまなか がしょう

◦募集期間

11月6日
（月）
～ 定員に達しましたら募集を終了させていただきます。

◦申込方法

下記の①～⑦をご明記のうえ、ハガキ、FAX、またはE-mailでお申込みください。
①受講者名

②性別

③生年月日

④保護者名

⑤電話番号

⑥ご住所

⑦学校名

白河文化交流館コミネス「能楽ワークショップ宛」
〒961-0075

福島県白河市会津町１番地１７

TEL：0248-23-5300 FAX：0248-23-5315
E-mail：jigyou@cominess.jp

第3回 ハイスクール劇王

高校生短編演劇競技大会

高校生が書き、演じ、演出する、しらかわ発祥の高校演劇の祭典。
戯曲選考を通過した５チームが上演し、高校短編演劇の頂点「劇王」と、
「 高校短編戯曲賞」受賞の劇作家
を決定します。
◦日 時
◦開 会
◦会 場
◦料 金
◦発売日

2018年3月24日（土）
12時（予定）
コミネス小ホール
300円（全席自由）
友の会会員・一般とも2018年2月5日（月）

短編戯曲募集

本戦出場の5チームを戯曲審査で選抜します。
◦対 象 高校生またはそれに当たる年齢の方
◦提 出 9月11日（月）～2018年1月8日（月）
※詳細はコミネスHPをご覧ください。

Part ②

～

成果発表会
能講座を受講したこども達が舞台に立って舞を披露します。
◦日 時 2月3日
（土） 14時30分から
◦会 場 コミネス
◦料 金 入場無料

公演ダイジェスト＆インフォメーション

／１ NHK交響楽団白河特別公演
（日）

／１1

10

10

（水）

ワンコイン昼コンサート

Vol.4

オペラアリアと
私が選んだ歌

お客様の声

お客様の声

◦素晴らしいの一言に尽きる。本当に素晴らしい。感動で涙がでました。N響の方々のこの本物の素晴ら
しい生の音、テレビでは決して味わうことのできない、この素晴らしい本物の音を小・中学生など若い
人々に聴かせてあげたいと心から思いました。
◦感動しました。初めてクラシックを生で聴きましたが、テレビとは全く違いました。こんな気持ちに初め
てなりました。また聴きに行きます。
◦諏訪内さんの演奏は音色、テクニック、情感、いずれも素晴らしいです。第２楽章の頭の弱音部分はとり
わけ良かったです。さすがですね。指揮者のリオ・クオクマンさんは、メリハリの利いたダイナミックな
演奏が心に残ります。
◦リオ・クオクマンさんも人柄の良さがにじみ出ているようでした。皆様のチームワークが良いのだと
思ったりもしました。
◦素晴らしい演奏でした。白河市でN響のコンサートが聴けて本当に良かったです。確かな技術の上に、
培われた豊かな表現力、本物の音楽の響きとはこういうものかと感動しました。ソロとオケのコミュニ
ケーションや、指揮者とオケのコミュニケーションが生で見られたことも興味深かったです。
◦数十年前のあの感動を再び呼び起こしました。
“たましい”
を揺さぶるとは、
このような場面にぶつかった
ことをいうのでしょうか。感謝でいっぱいの良き日になりました。
◦アンコールの曲が、自分が中３の時に弾いた曲だったのでプロのを聴けて良かった。

シリーズ 来年３月公演の“スペースオペラKEGON”を毎月シリーズで紹介します。

スペースオペラKEGONの謎を解く

Vol.2

その③：あらすじ ～ひとりの男の子の試練と成長の物語～
童子たちが生を受けた世界は、試練や苦難はあれど愛と喜びに満ち、
森羅万象との関わりあいの中で、慈愛の象徴である女神に導かれなが
ら成長していきます。しかし、ひとりの童子は心に深く大きな悲しみ
を抱え、女神の導きさえも拒み、あらゆる世界との関わりを断って
しまいます。
時が過ぎ、童子は嵐のような激しさとマグマのような熱を秘めた若者
に成長し、一人で生きていく力を手にするための旅に出ます。広大
無辺な宇宙の中で女神による慈愛の心を悟り、その旅路の果てに若
者が出会ったものとは…。

その④：座席のブロック指定について
◦公演日 2018年3月18日（日）
◦開

演

14時30分

◦入場料 （ブロック指定） Ｓ席3,500円
Ａ席3,000円
Ｂ席2,500円
◦発売日 友の会先行

11月20日
（月）9時より

一般発売

11月27日
（月）9時より

◀座席はS席・A席・B席の3つのブロックに分かれ、各ブロック内で自由席と
なります。チケットのご購入にあたっては事前に座席図をご確認ください。
【座席図】

人材育成講座
コミネス小ホールにて、佐藤正文氏
（株式会社電通東日本東北営業局ＡＰ推進室
室長）を講師に迎え、
「広告のつくり方とＳＮＳ
の活用」と題して、広告の変化（ＡＩＤＭＡか
らＡＩＳＡＳへ）やＳＮＳの活用（缶コーヒー・
ジョージアの広告例、ダイバーシティ社会に
おける注意点）についてお話していただきま
した。特に、電通が社運をかけて取り組んだ、
『東北六魂祭』のお話は、大企業ならではの
スケールの大きい内容でした。

◦３人の歌手による、オペラ、日本歌曲、ミュージ
カルなどたくさんのジャンルを味わえて、お話も
面白くとっても贅沢なコンサートでした。
◦今までのワンコインコンサートとは趣が違った点
が良かった。継続することは難しいことですが今後
もよろしく。市民共楽できるように。
◦指定席にしたのは良かったと思う。並ばなくて
時間を有効に使える。小ホールから大ホールに
なって大変良いと思う。
◦演者と観客が一体となった、とてもあたたかい
コンサートでした。オペラ歌手による日本歌曲も
本当に良かった。あらためて、日本語の美しさを
実感したひと時でした。
◦ソリストの個性が出ていて良かった。人柄がわか
るトークも良かったです。
◦ソプラノの違いがよく分かった。ピアノも良かった。
コレぺティの解説も味があって分かりやすい印象
でした。こういうコンサートがあちこちで聴けた
ら嬉しい。
報告＆募集

人とひとの集える広場づくりを目指す

コミネス市民クラブ

10月13日（金）開催
の第2回コミネス市民
クラブ運営会議では新
メンバーも加わり様々
な 意 見 交 換 が 行われ
ました。
「人がコミネス
に訪れるような企 画をしたい」という思いを実現
させるための活動が 着々と動き始めました。メン
バー の 持 つ情報とネットワークがホールと地域の
繋がりをさらに拡げていきます。
また、コミネスは様々な文化発信の拠点となり、
人が集い繋がりを持てる広場づくりを目指していま
す。まずは手始めに市民クラブメンバー自らの手に
よる「コミネスに人 が“集 える”プチイベント」を
計画することになりましたのでご期待ください。
市民クラブでは随時メンバーを募集しております。
活動に興味のある方は是非お問い合わせください。
お問合せ

TEL 0248-23-5300

Email:shirakawa@cominess.jp

コミネスでは芸術、娯楽、イベント、ボランティア活動、サークル活動、
地域資源、人材など様々な情報の収 集を行っております。身近にあ
る情報をお寄せください。

参加者の声

◦東北六魂祭の裏側が知ることができ、すごいと思いま
した。情報の発信の奥深さを感じました。
◦思っていたものとは違いましたが、広告ってすごいと思
いました、規模は違っても自分も誰かのためになる発
信ができるようになれたらと思います。
◦具体的で、興味を持てる例を取り上げて説明してくれ
たので、楽しく参加することができた。今後もこのよう
な講座を開催してほしい。
◦無料ありがとうございます。
◦ぜひ、たくさんの市民の方にも参加してほしい話でした。
もっとＳＮＳで拡散していただけたらと思います。

お知らせ 11月17日（金）に開催を予定していました
「第６回コミネス人材育成講座・創作ミュージカルの制作
現場」は、都合により開催を中止とさせていただきます。
誠に申し訳ありませんがご了承ください。

今月のクローズアップ公演

バロック音楽は面白い！今のロックに通じる？
チェンバロ弾きの第一人者・曽根麻矢子の優雅でエキサイティングな演奏会
バロック音楽の楽しみ方

〈白河文化回廊事業 図書館連携〉

11

25

バロック時代は、中世～ルネサンスを経て

土

16世紀末から18世紀半ばまでとされます。

楽しいトークと音楽の時間

「曽根麻矢子・古楽器に魅せられて」
～パリ暮らしとチェンバロ～
開
開

感情と理性を神から人間の手に取り戻し、
解放された表現はバロックで爆発します。

場
演

18時00分
18時30分
（予定公演時間60分）
金 無料（事前申し込み不要）
場 白河市立図書館りぶらん
目 クープラン＆ラモー名曲集 ほか

料
会
曲

バロック音楽は、形式美ではなく、人間の
情緒や感情を露わにする音楽へと大変身
します。オペラが盛んになり、今日の器楽
や音楽の基礎が出来た時代です。

〈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〉

曽根麻矢子（チェンバロ）&有田正広（フルート）
デュオリサイタル

11

26

現代人には優雅な響きに聞こえる古楽器

日

ですが、複旋律（ポリフォニー）の複雑な音
色は、様々な人間感情がめくるめく展開し
ています。これを聴き分けることの出来る
コミネスのホールの響きが楽しみです。

開
開

場
演

13時30分
14時00分
（予定公演時間90分）
Ｓ席3,000円
Ａ席1,500円（全席指定）
コミネス 大ホール

料

金

会
曲

場
目 フルートと通奏低音のためのソナタ
（ヴィヴァルディ作曲）

＊バロック（Baroque）の語源は、
ポルトガル語 の「いびつな真珠」
（Barocco）が由来であるとされ、
不規則な、ややグロテスクなカタ
チといわれる。

無伴奏フルートのための「冥」
（福島和夫作曲）

Photo:Shunichi Atsumi

ソナタ ホ短調Ｋ.380（D.スカルラッティ作曲）
ソナタ ハ長調K.15 9（D.スカルラッティ作曲）
ほか
ⓒ Hikaru.☆

今後の公演
12/15
[金]

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

最高の音響空間で奏でるピアノデュオによる連弾と2台の
ピアノによる演 奏

◦開 場
◦開 演
◦料 金
◦会 場
◦発売日

17時15分
18時00分（予定公演時間 1時間40分 休憩含む）
Ｓ席 2,000円／Ａ席 1,500円（全席指定）
コミネス大ホール
好評発売中
※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。
◦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

1/19・20 ミシェル・ルグランとヌーヴェル・ヴァーグ
2018年

[金・土]

映画に新しい波を生んだ、映像と音楽の豊かな関係

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 友の会・一般とも11月13日（月）9時00分より
◦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） 『女は女である』
Ⓒ 1961 STUDIOCANAL IMAGE - EURO INTERNATIONAL FILMS,S.p.A

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～

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

◦開 場
◦開 演
◦料 金
◦会 場
◦発売日
◦出 演
◦曲 目

2018年

1/14
[日]

◦開
◦開

第 2 回 コミネス新春寄席

場
演

①10時30分 ②14時00分
①11時00分 ②14時30分
13時15分
（予定公演時間 2時間）
14時00分（予定公演時間 1時間10分）
◦会 場 コミネス 小ホール
500円（全席自由）
◦料 金 2,500円（全席指定）
コミネス大ホール
※友の会割引あり
好評発売中
デンハーグピアノ五重奏団
◦発売日 友の会先行 11月 6日
（月）9時00分より
ピアノ五重奏曲 作品114「ます」より第４、
５楽章
一般販売
11月13日
（月）9時00分より
かつら
よねすけ
（F.シューベルト作曲）
◦出 演 桂 米助（落語）
主よ人の望みの喜びよ（ J . S . バッハ 作曲） ほか
ろ っ か て い ゆ う か
六華亭 遊花（落語）
コント青年団（コント）
ははごころ

母心（漫才）
しゅんぷうてい しょういち

春風亭 昇市（落語[前座]）

2018年

2/９
[金]

ＤＲＵＭ ＴＡＯ SPECIAL LIVE
2018 白河特別公演

◦開

場

17時45分

◦開

演

18時30分

◦料

◦会

2018年

3/4
[日]

◦開
◦開

場
演

（予定公演時間 約1時間40分 休憩なし） ◦料 金
金 Ｓ席5,500円／Ａ席4,500円
◦会 場
◦出 演
Ｂ席4,000円
◦演 目
（全席指定）
◦発売日
場 コミネス大ホール

◦発売日 好評発売中
※友の会割引あり

国指定重要無形民俗文化財

淡路人形浄瑠璃

13時15分
14時00分
（予定公演時間 約2時間 休憩含む）
Ｓ席2,500円／Ａ席2,000円（全席指定）
コミネス大ホール
淡路人形座
戎舞（えびすまい）
ほか
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

※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。

※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 !！

取り扱いチケット情報

市民ヴォイス

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。

11

/13 [ 月 ]

ドイツ歌曲の世界 〜巨匠たちの音楽と詩～

正信さん

11

/19 [ 日 ]

第７回 白河市歌謡音楽祭 神野美伽オンステージ

「コミネスと街がつながる」

11

/26 [ 日 ]

有限会社いせや君島商店
きみしま

代表取締役
まち

コ

君島

まさのぶ

ミネスがオープンして一年が経
ち、ＮＨＫ交響楽団などを白河

で鑑賞できていることは夢のようで
す。地方に合った選曲も良かったと思います。クラシッ
ク音楽の愛好家人口は1％と言われていますが、白河市

①14：30 ②一般1,000円 高校生以下無料 ③堀内 070-2020-6061
①10：00

②3,500円

③0248-24-5000(白河市音楽文化協会)

戊辰百五十周年記念講演…演題「戊辰白河戦争」

①14：00

②500円 ③白河市 0248-22-1111 内線2388 開催場所：棚倉町文化センター

12

/10 [ 日 ]

第11回 明るい未来 元気に大きな輪 輝け唄の祭典

12

/16 [ 土 ]

心に響くロシアの魂 興奮と感動のチャイコフスキー

①9：00 ②2,500円 ③0248-52-2251(福島県うぐいす会）
①16：00

②一般3,000円、学生・高校生以下1,000円

貸館イベント情報 
①開演時間

②会場

③料金

④主催

※各催し物の詳細は⑤にお問い合わせください。

11

/4

11

/12 [ 日 ]

第8回 松山バレエ学校 福島白河支部 発表会

の表れと同時に、市外の鑑賞者も多かったのかもしれま

11

/13 [ 月 ]

ドイツ歌曲の世界 〜巨匠たちの音楽と詩

せん。こういった大きな企画で集客を図り、宿泊や買い

11

/19 [ 日 ]

第７回 白河市歌謡音楽祭 神野美伽オンステージ

の人口6万人の規模からみると、1100人のホールが満
員になるということは、Ｎ響への期待感が高かったこと

物など地域活性化につながることも期待しています。
また、9月の人材育成講座にも参加しました。予想し

[ 土 ]

①9：00

①15:30
①14:30

②コミネス大ホール

②コミネス大ホール

①10：00

継続開催中 山葡萄作品展（〜30日）

〈小ホール編〉

②会場

③料金

①11:00〜15:00

④主催

④松山バレエ学校 白河支部

③3,500円

⑤0248-27-4772

④堀内

④白河市音楽文化協会

⑤問い合わせ

⑤070-2020-6061

⑤0248-24-5000

①10：00〜17：00(最終日15:00)

１

※各催し物の詳細は⑤にお問い合わせください。

②ギャラリー野の花(白河市巡り矢)

継続開催中 本田睦子 絵画展（〜16日）

②緑川産業

③無料

③無料

④菊池綿店

①13：00〜15：00(第1、2、３水曜) ②白河市中央福祉センター

ステッチニット展（〜16日）
①10：00～18：00(月休)

②合歓(中山義秀記念文学館内)

２

[ 木 ] 陶芸体験

３

[金祝] サンライズひがしフェスティバル

⑤0248-23-2662

⑤0248-22-3300

[ 水 ] えがおクラブ「ストレッチと腹式呼吸」体験教室

作家などができる広告作りについても聴いてみたいです。

ホールの豆知識

⑤0248-22-1111(内2384)

しらかわ地 域 で開 催されているイベント情 報 2 0 1 7 . 1 1 月

考え方や大きい視点での見方など思いがけない話が聞け

もらえると良いかもしれません。小さい商店、ハンドメイド

④同実行委員会

③一般1,000円 高校生以下無料

②コミネス 大ホール

①開催時間

せたいか、観せたいか照準を合わせたテーマを示して

③無料

②コミネス 小ホール

ていた内容と違う点もありましたが、広告業界のものの
たことは良かったです。今後の企画では、誰に何を聞か

③無料

開催場所：矢吹町文化センター

2017.11月

⑤問い合わせ

第21回 しらかわ音楽の祭典

③0248-44-4000

③無料

③無料

④東汐璃

⑤090-7335-4377

④コーヒーの店 合歓

⑤0248-46-2928

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 ⑤090-2607-0303
①10：00〜15：30 ②東風の台運動公園内(東釜子)

③無料

ハリストス正教会一般無料公開（〜5日）

①10：00〜15：30 ②ハリストス正教会(白河市愛宕町)

④同実行委員会

③無料

⑤0248-34-2115

④ハリストス正教会

⑤0248-23-4543

５

[ 日 ] ふるさと白河表郷まつり

８

[ 水 ] 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

①10：00〜16：00 ②表郷総合運動公園内

③無料

④同実行委員会

①10：00〜11：30(第2、4水、金曜) ②らふみーる(白河市高山西)

⑤0248-32-4785

③無料

④あんだんて

⑤0248-21-7607

白河美術協会展（〜12日）

①10：00〜18：00(最終日17：00) ②マイタウン白河1階アートギャラリー ③無料 ④白河美術協会 ⑤090-7060-3963（横田）

平土間形式

段床形式

小ホールは段 床 形式にすると客席数は321席（固定 席
317席、多目的鑑賞室４席、車椅子スペース２席分置換可）に
なります。一方、客席を収納して平土間形式にすることも可能
です。
また、大ホールのように舞台転換が可能なプロセニアム型
多目的ホールですので、音楽ホール形式と劇場形式になりま
す。コンサート、演劇、ダンス、集会などお客様の使用目的に
応じて変えることができます。

９

[ 木 ] 韓国料理教室(11日も開催)

10

[ 金 ] 第15回 びゃっこい村手づくり絵本展（〜12日）

12

[ 日 ] テラブレーションinしらかわ2017 語りの祭典

①10：00 ②白河人材育成センター(白河市中田) ③4,000円 ④同実行委員会 ⑤090-6459-1813またはhwamilee3125@gmail.com
①9：00〜17：00(最終日16：00) ②ホテル&コテージ白河関の里(白河市表郷) ③無料 ④同実行委員会 ⑤080-5557-7072(藤田)
①13：00〜15：30 ②白寿園

③無料

④しらかわ語りの会

第23回「中山義秀文学賞」公開選考会
①13：30 ②新白信ビル(白河市立石)

③無料（要申込）

⑤0248-23-3696(小椋)

④中山義秀顕彰会

⑤0248-46-3614

第15回 五箇まつり 米・こめフェスティバル2017〜勝手に世界一〜
①8：30〜15：00 ②白河市五箇市民センター屋内外

③入場無料

④住みよい五箇をつくる会

第83回 カラオケ喫茶K歌謡発表会月例会

１5

[水]

１７

[ 金 ] 子育て講演会…「子どもたちの未来のために私たちにできること」

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・持込可・要申込) ④カラオケ喫茶K ⑤0248-24-5000
①13：30〜15：00 ②白河市立図書館 りぶらん中会議室

レザークラフト展（〜30日）
①10：00～18：00(月休)

②合歓(中山義秀記念文学館内)

③無料

④たんぽぽサロン

③無料

[ 土 ] 太陽の国共同作業所ゆうあい工房作品展（〜30日）

19

[ 日 ] 健太康太ライブブッフェ&イルミネーション点灯式

①10：00〜17：00(最終日15：00)

②緑川産業

③無料

⑤0248-21-7337

④コーヒーの店 合歓

18

⑤0248-46-2928

⑤0248-22-3300

①点灯式16：45 健太康太ライブブッフェ17：30 ②グランドエクシブ那須白河 ③5,000円 ④グランドエクシブ那須白河 ⑤0248-25-8111

月釜茶会

①10：00〜15：00 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)

第104回 白河市中心市街地活性化事業 フルートミニコンサート
音楽ホール形式

劇場形式

交
通
アクセス

①16：00〜17：00 ②えきかふぇSHIRAKAWA

◎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。

編集・発行

NPO法人カルチャーネットワーク

③無料

21

[ 火 ] 学ぼう・聴こう・歌おう 世界の国旗・国歌

22

[ 水 ] 寺子屋 坐禅会

①14：30〜16：00 ②白河中央中学校体育館
①６：30 ②大統寺(白河市馬町)

③無料

③無料

④大統寺

④福島県ミニコンサート実行委員会

④立教志塾

①19：00 ②東京第一ホテル新白河

③無料

④白河医師会事務局

24

[ 金 ] 小さな週末映画祭「バレエ ボーイズ」

26

[ 日 ] 第6回 唄と踊りの絆の祭典

⑤090-1496-7610

⑤0248-23-1427

⑤0248-23-2723

第23回 白河医師会健康スポーツ医学研修会

… 徒歩でお越しの場合

⑤0248-29-2719

⑤0248-23-3701

①1回目17：00、2回目19：30 ②コミュニティカフェEMANON ③白河市中心市街地での1,000円以上のレシート(1週間以内)
④本町シアタールームプロジェクト ⑤0248-57-5067
①10：00

②新白信ビル(白河市立石)

③1,000円

④日本現代舞踊内海流内海道敬会ほか

⑤0248-22-9293

第2回 喫茶小路ミニコンサート「懐かしい曲をサックスの音色で楽しむ会」
①14：00〜16：00 ②喫茶 小路
④喫茶 小路 ⑤0248-24-0769

③中学生以上2,000円 子供1,000円 未就学児無料(飲み物、ワッフル付き・予約制)

戊辰百五十周年記念講演…演題「戊辰白河戦争」
①14：00

②棚倉町文化センター(倉美館)

③500円

④白河市

⑤0248-22-1111(内2388)

〒961-0075 白河市会津町１-17（白河文化交流館コミネス内） TEL . 0248-23-5300(火曜日休館) FAX . 0248-23-5315 E-mail：shirakawa@cominess.jp http://cominess.jp
本紙掲載記事及び写真の転載、無断使用を禁じます。

