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 贅沢をつくる

【千鳥格子】Chidori Koushi
英国が発祥の定番格子で、猟犬の牙の形を模した柄を連続させています。
日本では、鳥が連なって飛んでいる姿に見えることからこの名がつきました。

～世代を超えて愛されてきた昭和歌謡の名曲を懐かしい街並み、風景の写真映像とともにお届けします～

10/21日 14:00開演（開場13:30）［大ホール］
全席指定　Ｓ席４，０００円、Ａ席３，５００円（友の会各席５００円引き）　発売中

［指揮］清水史広　［ゲスト］貝山幸子（シャンソン歌手）
［出演］オーディションで選ばれた新生声楽アンサンブル
［ピアノ伴奏］堀内由起子　［共演］コミネス混声合唱団

［演奏曲］　「東京ブギウギ」 　 （昭和22年）　笠置 シヅ子
　「高原列車は行く」 （昭和29年）　岡本 敦郎
　「知床旅情」 　 （昭和35年）　森繁 久彌
　「恋のバカンス」 　 （昭和38年）　ザ・ピーナッツ
　「東京五輪音頭」 　 （昭和38年）　三波 春夫
　「夜明けのスキャット」（昭和44年）　由紀 さおり
　「新宿の女」 　 （昭和44年）　藤 圭子
　「また逢う日まで」　 （昭和46年）　尾崎 紀世彦
　「ジョニィへの伝言」　（昭和48年）　ペドロ&カプリシャス
　「渚のシンドバット」　（昭和52年）　ピンク・レディー
　「聖母たちのララバイ」（昭和57年）　岩崎 宏美
　「愛燦々」　　　　 （昭和61年）　美空 ひばり　ほか

【白河市出身】 国分 晴香
大好きな地元、白河で歌えることを嬉しく思います。小さい頃は
おじいちゃんおばあちゃん子だったので歌謡曲には思い出がたく
さんあります。当日は聴きに来てくださった皆様の心に残る演奏
ができればと思います。

【古殿町出身】 圓谷 俊貴
福島県民&昭和最後世代の私が、このコンサートに携わらさせて
いただけること、とても嬉しいです。皆さまがより元気になるよう
な歌をお届けできるよう、精一杯演奏させていただきます。演奏
会当日(実は私の誕生日)は、多くの方々にお会いできますことを
心より願っております！

【いわき市出身】 又吉 佑美
音楽の持つ力のひとつに、記憶を呼び起こすことが挙げられま
す。昭和歌謡を聴いていた当時の思い出を甦らせながら、または
初めて聴く音楽に胸を躍らせながら…時代を越えて受け継がれる
名曲の数々を、幅広い年代のお客様に楽しんでいただけたらと思
います。

昭和歌謡コンサート
地域の映像と巡る

昭和キネマの恋心

福島県出身の新生アンサンブルメンバー
コンサートへの意気込み
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12/15土～16日　[小ホール] 

全席自由 500円　発売 10/15月（友の会・一般共通）
　　12/15土 13:10 『君の名は第一部』

  16:30 『今年の恋』
  18:50 『さらば夏の光よ』
12/16日 10:30 『さらば夏の光よ』
  13:10 『今年の恋』
  15:30 『君の名は 第一部』

　『君の名は 第１部』
　　■監督：大庭秀雄

　■出演：佐田啓二、岸惠子

　『今年の恋』
　■監督：木下恵介
　■出演：吉田輝雄、岡田茉莉子

　『さらば夏の光よ』
　■監督：山根成之
　■出演：郷ひろみ、秋吉久美子

《上映作品（３５mmフィルム上映）》
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上映
１５分前開場
各回上映後に
映画解説付き！



全席自由 ５００円　発売中
出演：中山貴踏（TAP）、御木惇史（ドラム）、白河TAPワークショップ参加者

舞台に立つ

人を育てる

《次回の舞台制作者養成講座》
第3回：11/１4水 18:30〜20:00 
演題「裏方と表方の共感力」
〜劇場・音楽堂等機能強化推進事業について〜
講師：高萩　宏（東京芸術劇場副館長）

市民参加から市民協働へ
コミネス館長　志賀野桂一
1990年代から公立ホールが急増し、それに伴う「市民参加」に取り組む会館ホールも多くなりました。その目的は①「市民が芸術文化に触れる機会を増やすため」、②「市民の自主的な文化活動の
育成」、さらには③「会館ホールと市民のつながりを密接にしてホール事業を活性化」するためでした。今日「市民」をお客さんとしてみなす発想から、「市民」が事業を会館と一緒になって考え創り
上げる主体（パートナー）として、「市民協働」という言葉が使われるようになっています。コミネスは、開館当初より、「市民共楽」の理念のもと、「市民協働」を柱のひとつにして、《市民クラブ》など
の組織や《コミネス混声合唱団》などを立ち上げてきました。今後も、様 な々舞台公演をプロを交えて「市民」と共に一歩先を行く「市民協働」のコミネスにしていきたいと願っています。

ともに文化を育てていく

特集 市民協働

文京区民オーケストラ指導者
元東京藝術大学講師（ ）

11月3日(土・文化の日)コミネス大ホールにて、白河市民公募により結成された合唱団、
文京区民オーケストラ、地元有志の弦楽参加者、福島県内外の合唱団体のご協力の
もと、白河市民第九演奏会を開催します。この演奏会には文京区民オーケストラだけ
ではなく、多くの地域からのご参加・ご協力を頂いて成り立っております。

タップダンスを通じて、福島県の自然や文化、歴史、ここで生きるわたしたち（福島の人たち）のエネルギーやメッセージを
発信しながら、大きな輪（音楽）を生み出していく「FUKUSHIMA TAP PROJECT」。タップダンサー中山貴踏氏を講師
に迎え、10/6のコミネス公演への出演を目標としたワークショップ稽古が開催されています。一般公募で集まった方々は白
河市内をはじめ、県南、県中、会津、仙台の小学生から60代までと幅広く、公演では様 な々地域・世代・性別の方がTAPの
「足踏み」で一つになり、豊かな時間を生み出していくことが期待されます。また、タップダンスでは、音楽、踊り、言語の要
素が身体一つから発せられることから、一般参加の出演者一人一人の個性的な魅力に注目してみるのも楽しいと思います。
ファッションブランドVOLCOMが開催したコンテストThisFirstで日本代表・グランプリにも選ばれた御木惇史氏のドラムと
中山氏のタップとのセッション。プロのアーティストと一般参加のメンバー達が創り上げるクリエイションをお見逃しなく。

オーケストラ、演劇・ダンス・合唱が融合する壮大な新作楽劇です。
戊辰戦争150周年記念事業の最後を飾る、《市民総参加》の舞台公演に
します。これからも参加を呼び掛けてまいります。みなさま、記念の
舞台に出てみませんか。
「神仏がこの世に仮の姿で現れる。」という意味の「影向（ようご
う）」という言葉がタイトルとなっています。「東西両軍の戦死者を
手厚く弔った」という白河の民衆に宿った心根を表しています。
記念行事全体が《蘇る仁の心》ですが、この楽劇のメインテーマもま
さに仁の心です。言い換えると「LOVE & PEACE」かもしれません。
ヨーコとシンイチという親子が時空を飛び越え登場し、1868年戊辰の
時代と今を見つめます。
なお、本楽劇の音楽監督、松下功氏の急逝に直面し、氏の遺作の引き継ぎと未完
の楽曲を氏の一番弟子の作曲家・川島素晴氏にお引き受けいただきました。

白河文化交流館 人材育成事業
コミネスでは、舞台技術者と舞台制作者を育成する講座を開講しています。舞台技術者養
成講座は、コミネスで行う催事の為に必要な基本的技術と知識を身につけるための講座で
す。今期は後半に入り、公演に向けての仕込みや機器の操作など実際の現場に入っていま
す。舞台制作者養成講座では、第1線で活躍する講師を迎え、各地で取り組まれている活動
事例や体験談をお聞きしています。文化芸術の関心、地域づくりの参加意識を一緒に高め
ていきましょう！

白河市民第九演奏会

10/6土14:00開演（開場13:30）［コミネス中庭（雨天時小ホール）］

2019年3/24日14:00開演（開場13:00） [大ホール］
音楽監督・作曲：川島素晴（かわしまもとはる）　
出演：福島フィルハーモニックオーケストラ（管弦楽）、
　　  林英哲（和太鼓）、真鍋尚之（笙）、 春風亭昇羊（語り）

オーケストラ練習風景

〈曲目〉
・リヒャルト・ワーグナー作曲　
　ニュルンベルグのマイスタージンガー前奏曲
・LVベートヴェン作曲
　交響曲第9番　ニ短調作品125番合唱付き

指 揮 者：髙野哲夫
ソリスト：ソプラノ　橋本夏季　
　　　　 アルト 　　野間　愛
　　　　 テノール　新海康仁　
　　　　　バリトン　黒田示右貴

11/3土㈷ 19：00開演（開場18:30） [大ホール]

一般参加型タップダンス公演 ワンコインライヴ

「コミネス♪カルチャークラブ」「コミネス♪カルチャークラブ」

コミネス♪カルチャークラブ
では随時メンバーを募集し
ておりますので興味のある
方は是非、見学にいらしてく
ださい！

コミネス♪カルチャークラブでは、コミネスが主催する事業をサポートするボランティア団体
としてコミネスの認知度を高める活動や利用促進につながる活動を行っています。また、地
域住民同士の新しい関係を築き「市民共楽」という理念の実現に向けた事業の企画運営
にも取り組んでいます。第3回の運営会議では、コミカルで企画する公演の日程や出演者、
チケット料金など制作に向けた具体的な話し合いを行いました。これから、企画、広報、運
営等それぞれ関心や興味のある部門に分かれ、プログラム構成やチラシ制作などの実践
を行っていきます。

 クラブメンバー 江口さんの声
「今までに全く経験をしたことのない会場運営の実質的な体験を重ね、勉強をさせても
らっている所で、少しでも貢献することが出来ていれば嬉しく思う今日この頃です。これか
らも何か出来そうなことの機会が有れば、色 と々参加して行きたいと考えています。そして
白河文化交流館(コミネス)が地域文化交流の拠点に成り得ることを願っています。」

入場無料（要整理券）整理券配布中‼
配布場所：コミネス、白河市役所文化振興課、えきかふぇSHIRAKAWA、
　　　　　ヲガタ楽器店、マイタウン白河

FUKUSHIMA TAP PROJECT～白河～

ナレーター役は、春風亭昇太師匠の弟子で、次の落語界を担う、
若手イケメン噺家春風亭昇羊がつとめます！乞うご期待‼

加川広重作「太陽と星の間」

beyond 2020 認証／平成30年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業 
採択／白河戊辰戦争150周年記念事業

市民総参加型舞台 
　　　　楽劇

ようごう 題字：根本みき



チェロとハープが奏でるクリスマス
・チェロ奏者 荒　庸子
・ハープ奏者 井上美江子

12/13木 
14:00開演（開場13:30）　
[大ホール]　全席指定 500円
発売　友の会、一般共に
　　　10/22月
友の会無料招待券配布期間　10/22月〜11/5月
※招待券はおひとり一枚(配布枚数に限りがあります)
どこかで耳にしたことのあるメロディーをチェロとハープの響きで奏でる
コンサート。今回のワンコインコンサートはコミネス友の会会員特典とし
て無料招待枠を用意いたしました。期間限定で無料招待券を配布いた
します。ただし枚数に限りがありますので予定数に達しましたら有料と
させていただきます。

世界最高峰のショパン弾きが贈るプログラム
　　　　　　　　　　浦久俊彦解説付きコンサート
公演当日正面２階ロビーに特設のスタンドカフェがオープンします。
開場前、休憩時間にお愉しみいただけます。
　OPEN：16:00～
　MENU：コーヒー、カフェラテ、ウーロン茶、ワイン
　　　　　カットシフォン、クッキー他

全席指定 S席4,500円、A席3,500円
（友の会各席500円引き）発売中

全席自由 ５００円　発売中
出演：中山貴踏（TAP）、御木惇史（ドラム）、白河TAPワークショップ参加者

2019年1/19土　［小ホール］
午前の部　11:00開演（開場10:30）
午後の部　14:00開演（開場13:30）
チケット発売日　　友 の 会 先 行　10/8月㈷
　　　　　　　　　一般発売開始　10/15月
全席指定　3,500円（友の会500円引き）
出演　林家正蔵(真打)
　　　東京ボーイズ 仲八郎(ウクレレ漫談）
　　　六華亭遊花(東北弁落語)
　　　できたくん※元はっぽうくん
　　　林家まめ平(二ツ目）

市民参加から市民協働へ
コミネス館長　志賀野桂一
1990年代から公立ホールが急増し、それに伴う「市民参加」に取り組む会館ホールも多くなりました。その目的は①「市民が芸術文化に触れる機会を増やすため」、②「市民の自主的な文化活動の
育成」、さらには③「会館ホールと市民のつながりを密接にしてホール事業を活性化」するためでした。今日「市民」をお客さんとしてみなす発想から、「市民」が事業を会館と一緒になって考え創り
上げる主体（パートナー）として、「市民協働」という言葉が使われるようになっています。コミネスは、開館当初より、「市民共楽」の理念のもと、「市民協働」を柱のひとつにして、《市民クラブ》など
の組織や《コミネス混声合唱団》などを立ち上げてきました。今後も、様 な々舞台公演をプロを交えて「市民」と共に一歩先を行く「市民協働」のコミネスにしていきたいと願っています。

10/27土　17:00開演（16：30開場）　[大ホール]　発売中！

CHEMISTRY LIVE TOUR 2018･19 “Gravity”
前売りチケットは完売いたしました。

9月より募集を開始した各部門のキャストの募集期間を延長いたします。この白河で地域の人々に脈々と受け
継がれてきた「仁の心」がテーマの、市井の人たちが主役の舞台作品です。プロのアーチストと共演できる
この機会をお見逃しなく!!

《募集内容》 ※両部門とも、未だ空きがございます。 
（１）群衆・民衆役部門……12歳以上の健康な男女で、脚本を自力で読み、自力で動ける方ならどなたでも参加可能。 
（２）兵士・侍役部門………13歳以上の健康な男性で、脚本を自力で読み、掛声などの簡単な台詞を声に出し、自力
　　　　　　　　　　　　　で動ける方。 
  　　※スポーツ・武道の経験者や演技経験者は優遇します。
（3）全部門の共通条件…①平成31年3月24日（日）の本番及び、その前日に行なわれる公開ゲネプロに参加できる方。
　　　　　　　　　　  ②やる気があり、来年 3 月までの稽古に８割以上参加できる方。 
※稽古は、平日の夜間ないし、土・日・祝日の昼間での設定を予定しています。 
※稽古日程や詳細はコミネスまで、お問い合わせください。 

《 参 加 費 》　無料　※稽古時の飲食物・稽古会場までの交通費等は自己負担となります。 
《申込方法》　所定の申込用紙に必要事項をご記入いただき、白河文化交流館までファクス・メール添付または   
　　　　　　直接来館のうえお申し込みください。 
※高校生以下の方の参加は、保護者の同意が必要です。 
《応募締切》 10月31日（水）まで延長中

9月24日（月祝）に開催された能公演では、能楽師による仕舞「重荷」、能「安達原」の演目に加えて、地元
白河の謡曲の会である白河櫻謡会、白河白謡会による連吟「四海波」の謡の披露がありました。事前に開
催された能楽ワークショップで
も「四海波」で謡体験を行って
おり、公演当日は来場者に謡
本（謡の楽譜）を配布しました。
能楽普及の一環として舞台と客
席との謡の「大合唱」が実現し
ていくための初めての試みとな
りました。

11/10土18:00開演（開場17:00）［大ホール］

  ワンコイン昼コンサート                    vol.7
デュオ・シャンパーニュ
Christmas Concert

コミネス混声合唱団

コミネス×エマノンによる学びの場
高校生のためのクリエイティブゼミ
白河市本町のコミュニティカフェEMANON(エマノン)に集まる高校生を主
な対象に、今年5月から開講しているクリエイティブ・ゼミ。大学のないまち
白河で受講できるゼミナールとして、国内外の創造的な街の事例に触れ、
クリエイティブな思考を育てる学びの場をつくっています。講師は大学教授
でもあるコミネス館長の志賀野桂一。これまでゼミで取り上げたテーマは、
「EU一の住みやすい都市フランス・ナント」,「熱帯グローバル都市国家シ
ンガポール」,「過疎と豪雪の地での越後妻有大地の芸術祭」,「歴史都市
多賀城の古代コンテンツ」,「ダムで湖水に沈む村のプロジェクト「船山に登る」」,「建築家ガウディとバルセ
ロナ」などなど。みなさんとの対話のなかで創造的なまちづくりに大切なことを一緒に考えています。

 今後の開講予定

公演ダイジェスト

　 第3回　爆笑！コミネス新春寄席　　

全席指定　前売り 6,900円　
チケット取扱い　
コミネス　　 窓口でのみ取扱い
チケットぴあ　　tel.0570-02-9999
（Pコード：120-149）
ローソンチケット　tel.0570-084-002
（Lコード：22749）
イープラス 【URL】http://eplus.jp
チケットGIP
【URL】http://www.gip-web.co.jp

ヤノシュ・オレイニチャク
映画『戦場のピアニスト』の演奏者‼

コミネス混声合唱団
コミネス混声合唱団は、コミネスの開館に合わせて、歌を通じ、多くのお皆様に「歌う喜び」や「歌の素晴ら
しさ」など感動を届け、広く社会的に貢献活動を行うことを目的に誕生しました。これまで、オペラ「魔笛」
や「しらかわ音楽の祭典」などコミネスや白河市が主催する公演を中心に出演を重ねています。10/21（日）
「地域の映像と巡る昭和歌謡コンサート」、11/3（土）「白河市民「第九」演奏会」にも出演を予定していま
すので合唱団の歌声をぜひ聞きにいらしてください。
コミネス混声合唱団では随時メンバーを募集しており
ます！ 練習中の見学もできますので、興味のある方
は是非お問い合わせください。

 今月の練習予定日
　10/ 4木19:00〜21:00　大ホール
　10/10水19:00〜21:00　大ホール
　10/18木19:00〜21:00　小ホール

10/12金、10/25木、11/16金、12/7金、12/21金、1/18金、2/8金　各回17:00〜18:30　
【会場】コミュニティカフェEMANON 2階　【参加無料】　※大人の方も受講できます。
【予定テーマ】「震災を文化の側から再考する＜かたりつぎ＞」、「EU最古の大学都市イタリアボローニャ」、
「八戸ポータルミュージアムハッチの衝撃」、「世界中を驚かせたビルバオ・グッケンハイム美術館と
まちの再生」、「白河の街〜クリエイティブなまちにするための方法論を話し合おう！」など

連吟「四海波」を謡う

市民総参加型舞台 楽劇「影向のボレロ」出演者 大募集中!!
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〒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
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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。

コミネスへの交通アクセス

11/ 18 [ 日 ]
ヒネモス+天野耕太（曲芸師）
①14:00　②全席指定 大人（高校生以上）2,000円、小人（中学生以下）1,000円、大人ペア（高校生以上）3,500円
親子ペア（子は中学生以下）2,500円、小人ペア（中学生以下）1,500円（当日各300円増し）③棚倉町文化センター
（倉美館）④0247-33-9610

11/ 23 [金㈷] 福田こうへいコンサートツアー2018
①1回目13:00 ２回目17:30　②全席指定 S席6,500円、A席5,000円　③コミネス大ホール　④03-6426-5313

11/ 25 [ 日 ]
モルゴーア・クァルテットコンサート
①15:00　②全席自由 一般1,000円、こども500円（小学生以上高校生以下）　③コミネス大ホール　
④0248-22-1111(内線2387)

12/ 　8 [ 土 ]
デーモン閣下と岡本知高の悪魔の森の音楽会
①16:00　②全席指定 一般4,500円、高校生以下3,000円（当日各500円増し）③棚倉町文化センター（倉美館）
④0247-33-9610

12/ 　9 [ 日 ] 明るい未来 元気に大きな輪 輝け唄の祭典
①9:30　②全席自由2,500円　③コミネス大ホール　④0248-52-2251

ベートーヴェン ウィーンの薫り シベリウス　北欧の響き 管弦楽・山形交響楽団
①16:00　②全席指定 一般3,000円 高校生以下1,000円　③矢吹町文化センター　④0248-44-4000

取り扱いチケット　主催・共催公演は1～3面でご確認ください。
①開催時間　②料金　③会場　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。

開催中 花のある暮らし展(〜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

特別企画展 戊辰戦争と白河(〜8日)
①9:00〜16:00(月休)　②白河集古苑　③一般320円 小中高100円　④白河集古苑　⑤0248-24-5050

務川裕子絵画展(〜14日)
①9:00〜17:00(最終日15:00、月休 月祝翌休)　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

中山義秀記念文学館 テーマ展「義秀と横光利一」(〜21日)
①10:00〜18:00(月休 月祝翌休)　②中山義秀記念文学館　③大人200円 小人100円　④中山義秀記念文学館　⑤0248-46-3614

継続中 山葡萄作品展(〜31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

白河市天王山遺跡の時代(〜11月25日)
①9:30〜17:00　②まほろん特別展示室　③無料　④まほろん　⑤0248-21-0700

２ [ 火 ] 作品展「絵」(〜14日)
①10:00〜18:00（月祝翌日）　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

６ [ 土 ] ギターデュオ「ビスターリ」
①14:00　③入場無料 　②矢吹町ふるさとの森芸術村 ふるさとの館　④矢吹町ふるさとの森芸術村 ふるさとの館　⑤0248-42-4506

FUKUSHIMA TAP PROJECT〜白河 ワンコインライブタップダンス コミネス公演
①14:00　②コミネス中庭(雨天時小ホール)　③全席自由500円　⑤0248-23-5300　　　　　　　　　　　　　　　　チ

７ [ 日 ] 白河太鼓フェスティバル
①13:00　②コミネス大ホール　③全席自由 一般2,000円(当日500円増し)、高校生1,000円、中学生500円、小学生以下
無料(但し父兄同伴)　⑤0248-23-3031　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 チ
第7回cycle road race「城(ジロ)d(デ)

, 
白河(シラカワ) 」2018

①スタート8:50　②白河駅前道路(白河羽鳥レイクライン)、白河駅前イベント広場　③見学無料　
④「さあいこう！白河Project」実行委員会　⑤0248-24-2400

８ [ 月 ] 第8回明日の農業を担う高校生による合唱コンサート〜瑠璃色の地球〜
①13:30　②コミネス小ホール　③入場無料　④「第8回明日の農業を担う高校生による合唱コンサート」実行委員会
⑤0248-24-1176(白河実業高等学校 久保田浩規）

12 [ 金 ] 杉浦和子作品展(〜13日)
①10:00〜16:00 　②白屋(白河市向新蔵)　③無料

13 [ 土 ] 大谷徹奘師講演会「おかげさまの心」
①14:00　②コミネス小ホール　③2,000円　④景山登芽木　⑤090-1889-7926

まほろん文化財講演会「卑弥呼の時代のふくしま」
①13:00〜15:00　②まほろん　③無料　④まほろん　⑤0248-21-0700

リーフ教室展(〜31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

14 [ 日 ] MICHIKO MEME FLAMENCO ESTUDIO合同コンサート
①15:00　②タブラオしゃち(白河市大阪山)　③2,000円　⑤090-5183-6616(渡辺)
「義秀と横光利一」ギャラリートークと朗読会
①13:30　②中山義秀記念文学館　③大人200円 小人100円　④中山義秀記念文学館　⑤0248-46-3614
白河茶道連盟 第66回秋季茶会
①9:00〜15:00　②第一席 江戸千家矢吹宗美社中、第二席 鎮信流 島村松桃社中、第三席 表千家 瀧澤宗洋社中　③1,600円
(当日2,000円)　④白河茶道連盟　⑤0248-22-1811(須釜)

16 [ 火 ] レザークラフト展(〜31日)
①10:00〜18:00（月祝翌日）　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

17 [ 水 ] 島津亜矢コンサート2018
①昼の部14:00　夜の部18:00　③全席指定 S席6,500円、A席5,500円（当日各席500円増し）　②コミネス大ホール
④世界芸能　⑤022-222-4997　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ
 第64回白河市総合美術展覧会（〜21日）
①10:00〜18:00(最終15:00)　②マイタウン白河1Fギャラリー　③入場無料
④白河市総合美術展覧会実行委員会ほか　⑤0248-22-1111(内2388)

第95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

18 [ 木 ] 櫻井よしこ講演会「頼るな、備えよ・・・勁き日本へ」
①18:30　②新白信ビルイベントホール(白河市立石)　③1,000円　④櫻井よしこ講演会実行委員会
⑤0248-23-1427(立教志塾)

20 [ 土 ] 白河ハリストス正教会聖堂 講話「教会の祈りと生活&特別公開」
①10:00〜11:00　②ハリストス正教会　③拝観料無料(要申込)　⑤0248-22-8249 (大寺)

21 [ 日 ] 白河市中心市街地活性化事業 ミニコンサート 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　⑤090-1496-7610

26 [ 金 ] 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

白河戊辰ラーメン合戦(〜28日)
①11:00〜20:00(最終日17:00)　②白河市小峰城　③入場無料　④白河戊辰150周年記念事業実行委員会
⑤0248-22-1111(白河市文化振興課内)

27 [ 土 ] CRAZY KEN BAND TOUR 2018 GOING TO A GO-GO 
①17:00　②コミネス大ホール　③全席指定 6,900円　④福島中央テレビ　⑤022-222-4997(G!P)　　　　　　　　　チ

28 [ 日 ] CHEMISTRY LIVE TOUR 2018-19“Gravity”
①17:00　②コミネス大ホール　③全席指定 7,800円　⑤0248-23-5300　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ

しらかわ地域のイベント・公演情報 2018.10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。

チ・セマークはコミネスで取り扱いのチケット、整理券です。

NPO法人カルチャーネットワークは、福島県の県南地域の文化振興を目的に、コミネスの管理・運営のほかにも様々な活動を行っております。
毎月1日に発行されるコミネス通信では、しらかわ地域を中心に皆様の活動やイベントを紹介！身近なイベント情報などカルチャーネットワーク
までお寄せください。 TEL・FAX　０２４８-２２-５２７１　E-mail：culture.network@flute.ocn.ne.jp

〈立教志塾　活動紹介〉
　「まちづくりは人づくり、人づくりはわれづくりから」
をスローガンとする立教志塾は、平成元年11月に創立され
ました。その名は、寛政3年（1791年）松平定信公が創
立した白河藩校立教館の令條「人倫を明らかにし、風俗を
正しくし、人材を長育する」を立教精神に立脚すべきこと
を思い、「立教」の二字を冠し、その志を継承し、学習練
磨の道場を表す意味から志塾の二字を加え、「立教志塾」
と命名されました。平成3年に福島県教育委員会の認可を
受け、財団法人立教志塾が発足。平成26年には公益財団法
人となりました。
　立教志塾では、毎月の定例研修会や月2回の読書会、歴
史小旅行、修学旅行、朝粥会、松平定信公墓前祭、演奏
会、講演会及び出版事業などの活動を行っています。本年
10月は、定例研修会は櫻井よしこ講演会を行いますので、
ご興味のあるかたは、足をお運び下さい。

白河美術協会は、昭和25年に洋画・日
本画部門で創設されました。平成15年
には彫塑・工芸の部を加えて、四部門
体制で今日まで創設以来68年、当地

方の芸術文化の振興に寄与してまいりました。現在、会員
は30名で毎年、「白河美術協会展」・「歳末チャリティー
展」を会の主要事業として行なっております。また、会員
それぞれの立場で各中央公募展・団体展・県展・県美協
展・県水彩画展・県版画会展等多くの画壇に進出し活躍し
ております。白河市においては「市総合美術展」実行委員
を多数輩出しその中心的役割を担っているものと自負して
おります。また、地域間文化交流活動として平成21年よ
り、栃木県那須・大田原地区の美術家と「白河・那須文化
交流展」を行なっています。以上が白河美術協会の活動概
要となります。今後とも白河美術協会をよろしくお願い致
します。

11月7日（水）～11日（日）、マイタウン白河において白河美
術協会展を行います。ぜひお越しください。

NPO法人カルチャーネットワーク

CultureNetwork

白河美術協会

事務局　横
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近隣地域の公演情報 2018.10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。

７ [ 日 ] ベルリン・フィル ヴァイオリン・アンサンブル
①15:00　②けんしん郡山文化センター 中ホール　③全席指定 一般4,000円 学生(高校生以下)2,000円　
④けんしん郡山文化センター　⑤024-934-2288

13 [ 土 ] 昂21弦楽四重奏団
①Ⓐ11:00「0才からの親子ふれあいコンサート」Ⓑ15:00「第5回那須野が原公演」　②那須野が原ハーモニーホール　
③Ⓐ全席自由500円(未就学児無料)　Ⓑ全席指定 一般2,000円 小学生〜大学生1,000円　④那須野が原ハーモニーホール　
⑤0287-24-0880

28 [ 日 ] 那須野が原ミュージカル オズの魔法使い
①14:00　②那須野が原ハーモニーホール　③全席指定 一般2,600円 4歳〜大学生1,300円　
④那須野が原ハーモニーホール　⑤0287-24-0880

白河美術協会

櫻井よしこ講演会
演題「頼るな、備えよ
…勁き日本へ」
10/18木
18：30開演（開場18：00）

［会場］
新白信ビルイベントホール

［入場料］1,000円
講演会の様子


