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音楽に出会えるまち
藤屋蔵（白河市二番町）

白河まちなか国際音楽ウィーク2019
まちなかプログラム第１弾とホール公演の飲食ブースの出店を公開！
音楽ウィークでは、ホールだけでなく、まちなかに残る歴史的建造物の蔵や古民家などを会場とした企画も盛りだくさんです。まちなかを
回遊しながら、素晴らしい音楽に気軽に触れられる１週間！また、コミネスのホール公演の日には飲食ブースも用意しています！地元の「食」
を楽しみながら、期待と余韻に詰まった時間を体感していただきます。

11/3日

11/6水

［大ホール］

11/7木 邦楽コンサート

ボローニャ歌劇場弦楽五重奏
タップダンス ミニライヴ
～東京音楽コンクール入賞者とともに～ ［玄豆屋 レコード美術館（白河市道場町29）］

11/4月 祝

［小ホール］
イタリアの風 カンツォーネ歌手
フランスの風 シャンソン歌手

加藤ジュンコ
和サブロー

黙劇のススメ

[旧脇本陣柳屋旅館蔵座敷（白河市本町66）]
①11:30~12:00
②14:30~15:00
出演：田辺 明（三味線）
沖政一志（箏）
入場無料

①15:30~15:50 ②16:30~16:50
出演：中山貴踏（タップダンス）
御木惇史（ドラム）
入場無料

旧脇本陣柳屋旅館蔵座敷

タップダンスワークショップ

出演：さとうゆみ（パントマイム）

［藤屋蔵（白河市二番町46-1）］
18:30~20:00
＜参加無料（定員20名程度）＞

11/4月 祝

[茶房瑠（白河市中町67）]

①11:00~11:20 ②12:00~12:20
料金：1ドリンクオーダー

参加希望の方はコミネスまでお問い合わせください。
TEL:0248-23-5300 E-mail:jigyou@cominess.jp

11/9土-10日 ［大ホール］

ジャコバン国際ピアノ音楽祭2019in白河

11/9土-10日 [コミネス カギガタモール]
11/ 9土 12:40~13:00
11/10日 12:40~13:00

入場無料

茶房留

ホール公演の日には飲食ブースもあります！

11/3-4 12:00~17:30

君島酒店、カリーノ、ミクロカフェ

（ワイン、日本酒、ビール、コーヒー、ソフトドリンク、スープなど）

11/9-10 12:00~17:00
君島酒店、ミクロカフェ（９日のみ）
、大野農園、山田パン

出演：ジ ャン＝バティスト・フォンルプト
（ ク ラ シ ッ ク ）、 レ ミ・ パ ノ シ ア ン
（ジャス）

玄豆屋

レコード美術館

藤屋倉

プレイヴェント
コミネス舞台制作者養成講座

演題「音楽祭からはじまる新しい時代の国際交流」

10/16水 18:30~20:30
[小ホール] 入場無料
講師：浦久俊彦（文筆家、文化芸術プロデューサー）

（ワイン、日本酒、ビール、コーヒー、ソフトドリンク、ピザ、サンドウィッチ、パンなど）
※出店者は変更になる場合がございます。

飲食ブースは公演鑑賞でないお客様も利用できます

「ジャコバン国際ピアノ音楽祭2019 in岐阜」サラマンカホールの様子

文化のまちの芸術の季節 この秋冬

白河まちなか国際音
イタリアの「ボローニャ歌劇場弦楽五重奏」メンバーと日本の俊英たちによる贅沢な饗宴。
春夏秋冬の情景が鮮明に表現されるヴィヴァルディ「四季」の特別な響きにご期待ください。

プレイヴェント （図書館連携事業）

全席指定 S席2,000円

「クラリネット アレッサンドロ・ベヴェラリ
～イタリア ボローニャのお話とともに～」
第15回東京音楽コンクールで木管部門第１位、そして今年のチャイコ
フスキー国際コンクールで木管部門第３位に入賞したクラリネット奏者ア
レッサンドロ・ベヴェラリの演奏を一足早く味わうことのできる演奏会。
また、ボローニャの街の魅力や11/3公演の見どころを多様な視点から紹
介するトークを合せてお楽しみください。

10/21月 15:00開演（14:30開場）
[白河市立図書館中会議室] 入場無料
演 奏：アレッサンドロ・ベヴェラリ（クラリネット）
堀内由起子（ピアノ伴奏）
トーク：志賀野桂一（コミネス館長）
吉田牧子（東京文化会館 事業企画課 創造発信担当係長）
田中伸哉（白河市立図書館りぶらん館長）

A席1,000円

U29 500円（税別）

＜第一部＞
ボローニャ歌劇場弦楽五重奏＆アレッサンドロ・ベヴェラリ
モーツァルト：ディヴェルティメント 二長調 K.136
ヴェルディ（バッシ編）：リゴレット・ファンタジー
ウェーバー：クラリネット五重奏曲 変ロ長調 op.34
＜第二部＞
ボローニャ歌劇場弦楽五重奏＆東京音楽コンクール入賞者を中心とした弦楽アンサンブル
ヴィヴァルディ：四季

ヴィヴァルデ
ィの 四季」
「
ここに極まれ
り

「ボローニャ歌劇場弦楽五重奏～東京音楽コンクール入賞者とともに～」
11/3日 [大ホール] 15:00開演(14:30開場)

E・ベンフェナーティ（ヴァイオリン） D・ドンディ（ヴァイオリン） E・チェレスティーノ（ヴィオラ） F・M・パラッツォーリ（チェロ） F・クアランタ（コントラバス）

共催事業

ファミリーミュージカル

劇団四季と寺山修二が初めて子どもの為に創作したミュージ
カル！ユーモアたっぷりの明るいファンタジーの世界をお楽
しみください。

9/14土

[大ホール] 15:00開演（14:30開場）
全席指定 大人 S席 5,000円 A席 4,000円
小学生以下 S席 3,000円 A席 2,000円
※友の会各席500円引き（2枚まで）
3歳以上有料(3歳未満の着席鑑賞は有料)

白河市と早稲田大学の文化交流事業。今年も、早稲田大学の
津軽三味線愛好会と混声合唱団によるフレッシュな演奏をお
届けします！

早稲田大学
9/16月 祝

三津巴×早混演奏会

[大ホール] 14:00開演（13:30開場）
全席自由 800円
（チケット販売所：コミネス、白河市役所文化振興課）

共催事業
キティ、ダニエル、マイメロディとサンリオキャラクター
たちが繰り広げる名作文学「三銃士」のミュージカル！

9/28土

[大ホール]
①11:00開演 ②14:00開演
※公演時間80分を予定
（途中休憩15分を含む）
全席指定
S席3,000円（1階席)
A席2,500円（2階席)

Ⓒ'76,'93,'96,'99,'01,'19 SANRIO APPROVAL No.P110719-4

月あかりに照らされた白銀の世界をほうふつ
とさせる新作能。美しい舞、二胡の響き、囃
子の絶妙なコラボレーションで雪の精の情念
が表現されます。

新作能「雪の精」
10/17木 [大ホール]

14:00開演（13:30開場）
全席自由 一般：3,500円 U29：2,000円（
※U29は29歳以下が対象です。公演当日に年齢
ご提示ください。
出演：梅若実(人間国宝)、松山隆雄、松山隆之ほ
演目：仕舞「羽衣」、「隅田川」、「猩々」、連吟「
の精」

ロシアと日本の交流を音楽がつなぎます。

日露交歓コンサート2019
10/2水

[大ホール]

一青窈の約２年ぶりとなる全国ツアー！

18:30開演（17:30開場）

全席自由 1,080円 当日 1,100円
【プログラム】
ゴヴォロフ編曲：ロシア民謡メドレー
チャイコフスキー：くるみ割り人形行進曲
ラフマノニフ：前奏曲 作品
3-2 “鐘”
ショパン：エチュード 作品
10-12 “革命”
ヴェルディ：椿姫より “乾杯の歌”
ほか
※プログラムは変更になる場合があります。

コミネス人材育成講座

ひと と よう

一青窈 TOUR 2019-2020
窈窕關關（YO-CHO-CAN-CAN）
11/25月 [大ホール]

18:30開演（18:00開場）
全席指定 6,800円
発売日：友の会好評発売中
一般 9/21㈯
※友の会販売期間中は
お一人様４枚まで

舞台制作者養成講座 vol.3

舞台技術者養成講座

彩の国さいたま芸術劇場プロデューサーでダンスプログラムを企画制作さ
れてきた佐藤まいみさんをお招きします。自ら取り組んだ事例を基にダンス
が果たす役割や可能性などをお聞きします。
身体と想像力を使ってコミュニケーションするダンスに
は、言葉を超えて人と人との気持ちをつなぐ魔法の力が潜
んでいます。

4回目となる舞台技術者養成講座は「舞台照明について」の講座が行
われました。舞台では、季節感や役者の心情をあらわすためにも照明が
効果的に使われます。参加者それぞれが持つ感覚と発想でインパクトの
ある舞台に仕上がりました。

９/25㈬

［小ホール］ 18:30 ～ 20:30

演題「ダンスで交信〜ダンスはこころをひらく魔法の鍵～」
講師： 佐藤

聴講無料
vol.4
vol.5
vol.6

まいみ（舞台芸術プロデューサー）

10月16日㈬
11月15日㈮
12月11日㈬

Ⓒ宮川舞子

浦久 俊彦（文筆家 文化芸術プロデューサー）
矢内原美邦（振付家／劇作家、演出家／ダンサー、ニブロール主宰）
是永 幹夫（ホルトホール大分統括責任者）

芳賀

のび
響く
をお

萌乃さん（高校生）

私は高校でテクノアート系列の音楽を専攻し、部活動はシンセサイザー
部に所属しています。そんな私に母が舞台技術者養成講座への参加を勧め
てくれ、昨年参加しました。参加してとても興味をもち将来の職業にした
いと思うようになり、卒業後は舞台技術の専門学校へ進学を予定していま
す。今年は昨年より講座の回数も多く、実践的な講座がとてもやりがいが
あります。今年５回受講して印象的だったのは、テーマに合うように光を
作り表現した事です。少しでも光の当て方や色を変える事によって、がら
りと雰囲気が変わるので、見る側も作る側もとても楽しいです。次の講習
会では何を行うのか楽しみです。

冬はコミネス公演がとっても見ごろ！

音楽ウィーク2019

白河文化回廊
形 成 事 業

好評発売中！

７公演セット券

3,000円(税別)

11/3「ボローニャ歌劇場弦楽五重奏」、11/4【イタリアの風＆フランスの風】、11/9-10「ジャ
コバン国際ピアノ音楽祭2019in白河」の計7公演をすべて鑑賞することが出来ます。

イタリアとフランスの歌声を感じよう！
【イタリアの風】では第１回太陽カンツォーネ・コンコルソ優勝者で、イタリアにて、特に
カンツォーネの本場であるナポリでメジャーデビューし賞賛を集める加藤ジュンコが出演。
【フランスの風】では、フランス最大の夏のフェス「フランコ・フォリ」に日本人として初
めて出演し、フランス政府より芸術文化勲章 “シュバリエ章” を授与された和サブローが歌
をお届けします。

【イタリアの風＆フランスの風】

ⓒVivace Music

[小ホール]

各回1,000円（税別）

話題沸騰！ナポリ大物歌手との
デュエットCDを発売中！
【イタリアの風】
カンツォーネ歌手
加藤ジュンコ
13:30開演（13:00開場）

ⓒ打田浩一

パリ在住35年の
奇跡のシャンソン歌手!!
【フランスの風】
シャンソン歌手
和サブロー
15:30開演（15:00開場）

ジャコバン国際ピアノ音楽祭2019in白河
[大ホール]
【ジャズ】

11/9土

13:30開演
「レミ・パノシアン ジャズの真骨頂！」
11/10日 15:30開演
「レミ・パノシアン フランスでもっとも熱いジャズ！」
【クラシック】
11/9土 15:30開演
「ジャン＝バティスト・フォンルプト リストを弾く！」
11/10日 13:30開演
「ジャン＝バティスト・フォンルプト ショパンを弾く！」
※各回30分前開場
全席自由 各回1,000円(税別)
!!

歌手の南こうせつと、中国古箏奏者のウー・
ファンによるコンサート。
名曲「神田川」
、
「妹」などのほか、地元合唱
団との共演など盛りだくさんの音楽会。

笑う門には福来る！新春初笑いはコミネスへ
今回のトリは柳家三三師匠です。

第４回コミネス新春寄席
2021年1/26日 [大ホール] 13:30開演（13:00開場）
全席指定 S席 3,300円 A席 2,500円 B席 2,000円
※友の会300円引き(S席A席が対象・2枚まで)
発売日：友の会先行10/14（月・祝） 一般10/21㈪
出演：柳 家三三(真打)、六花亭遊花（東北弁落語）、鼓風☆響（和太鼓と
津軽三味線）、ニュースペーパー（コント）ほか

宝くじまちの音楽会

（税別）
齢の確認できるものを

ほか
「遊行柳」
、新作能「雪

おやかに
びやかに、た
曲の数々
く一青窈の名
く!!
お聞き逃しな

南こうせつ with ウー・ファン
～心のうたコンサート～
11/29金 [大ホール] 18:30開演（18:00開場）

全席指定 2,000円（1人5枚まで）
宝くじ助成による特別料金です。
発売日：10/7㈪

まだ誰も見たことのない「椿姫」を白河初演!!
オーケストラ・アンサンブル金沢の演奏もお楽しみに！
マリンバ、ピアノ、パーカッションでピアソ
ラの「リベルタンゴ」などを楽しむクリスマ
ス！今年も友の会会員特典の招待枠がありま
す！

ヴェルディ /歌劇『ラ・トラヴィアータ』
（椿姫）全幕
日本語字幕付原語上演

「平子ひさえ and Friends」
12/12木 [大ホール] 14:00開演（13:30開場）

2/9日

チケット料金 全席指定 500円
発売日：友の会・一般ともに10/21㈪
無料招待券 10/21㈪から11/4㈪まで
友の会会員お一人様につき1枚、先着300名
出演者：平 子ひさえ（マリンバ、パーカッション）、久保田美絵
（ピアノ）、クロス理恵（パーカッション）

管理課
から！

コミネス伝言板
【エマージェンシー
トレーニング in コミネス】

[大ホール]

14:00開演（13:30開場）

全席指定

矢内原美邦
（演出）

SS席 10,000円 S席 8,000円
A席 6,000円 B席 5,000円 C席 3,000円
※友の会各席500円引き
発売日：友の会 10/2㈬ 一般10/7㈪
ヘンリク・シェーファー（指揮）、矢内原美邦（演出・振付）、
オーケストラ・アンサンブル金沢（管弦楽）、エヴァ・メイ
ヘンリク・シェーファー
（ヴィオレッタ役）
（指揮）

【振替休館日のお知らせ】 10月23日㈬は前日の10月22日㈫が祝日となるため、振替休館日となります。

参加無料

９/21土

内容のご案内 10:00 ～ 14:30
小ホール		
段ボール迷路、子供用防火衣を着用しての撮影会
練習室１		
白河厚生総合病院付属高等看護学院による
			
「小さなお子さんをもつパパママのための災害対策」
練習室２		
白河消防署による「救急救命体験」
カギガタエリア
防災グッズの展示等
メインエントランス 消火器体験
北側駐車場		
消防車両の撮影会
避難訓練（事前の参加申込が必要です）

エヴァ・メイ

（ヴィオレッタ役）

全国共同制作オペラ
[白河文化交流館コミネス・金沢歌劇座・東京芸術劇場]

ワンコイン☆クリスマスコンサート

15:00 ～ 16:30
大ホール		

!!

気鋭のピアニスト
リストの再来

11/4月 祝

フランスが誇る
若き天才

フランスの「薔薇色の街」トゥールーズで40年続くジャコバンピアノ国際ピアノ
音楽祭が白河にやってくる！いまフランスで最も注目されているクラシック界と
ジャズ界の二人のピアニストの演奏をご堪能ください。

申込期限の延長
避難訓練のお申込み期限を9月16日(月・祝)まで延長いたします。
参加申込書の必要事項にご記入の上、コミネス窓口までお持ちくださ
い。また、メールでのお申込みも可能です。詳しくはコミネス管理課まで
問合せ下さい。

16:30 ～
大ホール

開演（時刻については若干変更になることがございます。）
しらかわ演劇塾による「渡河」上演

避難訓練に参加された方のみ鑑賞することができます。

「渡河（とか）」 原作 白川 悠紀『白河大戦争』
≪あらすじ≫
白河藩を治めていた阿部家は幕府の処分により棚倉藩へ移封となり、下級武士
であった兼吉は召し放ち（解雇）となった。
慣れない町人暮らしを送るさなか、新政府軍を名乗る薩長同盟軍が東北へ侵攻
する。戦争を回避するために兼吉に探索の命が下る。

NPO法人カルチャーネットワーク

CultureNetwork

TEL・FAX

商工会青年部とは、商工会の会員で入部資格を満たす45
歳以下の青年で構成され、経営者の資質向上や商工業の発展
を通じた地域振興、新しいまちづくりに取り組む組織です。
当青年部は設立から55年を迎え、少ない部員ながら精力的
に活動を行っております。
[主な活動]
①講習会
経営の様々なテーマについて部員や地域の若手経営者・後
継者と資質向上に励んでいます。
②はくほ（情報誌）作成協力
白棚線沿線の魅力のある場所等をおもてんくん（表郷のご
当地キャラ）と一緒にＰＲする事業に協力しています。
③ふるさと白河表郷まつり
表郷の一大イベントの企画・運営とティーボール飛距離王
決定戦の開催をしています。
その他、先進地視察研修、清掃奉仕活動、出店事業などで
す。出店では表郷の特産品の金山納豆を使って開発した、金
山納豆春巻を販売していますので、是非ご賞味ください。

０２４８- ２２- ５２７１

E-mail：culture.network@flute.ocn.ne.jp

チケット販売情報（９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

表郷商工会青年部

お問い合わせ
〒961-0403

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。

②料金

③会場

④問い合わせ

⑤発売日

※各催し物の詳細は④にお問い合わせください。

9/

22［ 日 ］

10/

5［ 土 ］

10/

12［ 土 ］

①16:30

10/

14［月・祝］

①16:00

10/

19［ 土 ］

①17:00 ②SS席7,900円 S席6,500円 A席5,000円 ③コミネス大ホール ④022-222-2033（ギルドネクスト） ⑤発売中

10/

20［ 日 ］

①13:00 ②全席自由 一般前売2,000円/当日2,500円、高校生1,000円、中学生500円、小学生以下無料 ③コミネス大ホール ④0248-23-3031（白河醸造内） ⑤発売中

10/

21［ 月 ］

①18:00 ②全席指定 PS席8,500円（税別） ③コミネス大ホール ④03-5395-7503（夢グループ） ⑤発売中

11/

24［ 日 ］

①9:30 ②全席自由 2,500円 ③コミネス大ホール ④0248-52-2251（中島村滑津うぐいす会 畠山） ⑤発売中

竹原ピストル

全国弾き語りツアー

It’
s My Life

奥州白河太鼓

県南地方和太鼓の饗宴

①18:00 ②全席指定 4,400円 ③コミネス大ホール ④022-256-1000（ノースロードミュージック） ⑤発売中
①11:00 ～ 16:00 ②全席自由 500円 ③コミネス大ホール ④090-2023-9822（奥州白河太鼓 会長 加藤久尚） ⑤発売中

沢田研二

LIVE

2019「SHOUT!」

②全席指定

水谷千重子

8,000円

③コミネス大ホール

ありがとうコンサート

②全席指定

5,400円

③コミネス大ホール

④022-222-9999（GIP） ⑤発売中
④022-222-2063（GIP） ⑤発売中

イルカほのぼのコンサート～ We Love You Planet ！～
白河太鼓フェスティバル2019
夢スター歌謡祭
明るい未来

春組対秋組歌合戦

元気に大きな輪

輝け唄の祭典

しらかわ地域のイベント・公演情報
①開催時間

継続中

②会場

③料金

④主催

⑤問い合わせ

第13回白河陶芸愛好者作品展

2019．９月

※各催し物の詳細は⑤にお問い合わせください。

ゆめをかたちに陶芸展（～ 1日）

①9:00 ～ 15:00 ②白河市本町「マイタウン白河」１階ギャラリー ③無料 ④白河陶芸愛好者連絡会 ⑤080-6032-0275（杉本）

白河市表郷番沢字松上98－2
表郷商工会 TEL:0248－32－3065

緑川産業「ジェメリ S&K」（がま口バック

吉田かおり、柴原さおり）
（～ 12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

中山義秀記念文学館テーマ展「初公開史料展―義秀の手紙―」（～ 23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

山葡萄作品展（～ 27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

小峰城歴史館特別企画展「白河藩主七家二十一代」（～ 10月14日）

①9:00 ～ 17:00 ②小峰城歴史館 ③一般300円、小中高生・障がい者100円 ④白河市 ⑤0248-27-2310（白河市文化財課）

1［ 日 ］ まほろん実技講座「カラムシコースターづくり」アンギン編み
①10:00 ～ 15:00 ②まほろん実習室 ③材料費 500円 ④まほろん ⑤0248-21-0700
ハンドメイド、フレーム

白河手話サークル草原

コラボレーション女流絵画展（須賀川美術協会女性グループ）（～ 22日）

1975年（S50年）手話を通して友達の輪を広げ、ろう
あ者・健聴者が共に知識を深めようと生まれたサークルで
す。
「草原」誕生から44年、今『手話』と聞いて知らない
方はいないと思います。これは、全国のろうあ者と手話サー
クルなどろうあ者と関わる仲間たちの今も続いている運動の
成果です。白河地域の皆さんの中にも、手話サークルに入っ
ていた、手話講習会や学校で手話を学んだことがあるという
方もいらっしゃると思います。
現在も白河地区聴力障害者会と共に手話を学び、さくらん
ぼ狩り・バーベキューを楽しんだり、関係団体の行事や研修
会で他地域の仲間と交流をしています。
来年3月1日には、「福島県ろ
うあ者福祉大会」がコミネスに
て開催されます。どなたでも参
加することが出来ますので、興
味のある方は是非お問い合わせ
ください。手話はひとつの言語
です！近い将来白河市にも手話に関する条例が施行されるか
もしれません！一緒に手話言語を学んでみませんか？いつで
も見学OKです。
毎週水曜日 夜7時～ 9時
白河中央公民館
お問い合わせ
電話・FAX 0248-25-2528
渡辺静子

①9:00 ～ 17:00（最終日15:00、月休） ②矢吹町陶芸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

五歳児作品展（認定こども園

7［ 土 ］ 中山義秀文学賞作家「澤田瞳子」講演会
①13:30 ②白河市立図書館多目的ホール ③無料（要申込） ④中山義秀顕彰会

①9:45 ②白河市しらさかの森スポーツ公園 ③入場券1日8,000円/2日通し14,000円 芋野球観戦券1日1,500円/2日間3,000円 ④風とロック、福島民報社 ⑤024-531-4171（福島民報社 事務局 菊地）

8［ 日 ］ 白河茶道連盟

月釜茶会

①9:30 ～ 15:00 ②南湖公園内 第一席「籮月庵」江戸千家 須釜彰雪社中、第二席「松楽亭」江戸千家 室宗光社中 ③1,500円 ④白河茶道連盟 ⑤0248-22-1811（須釜）

書道展」（～ 26日）
14［ 土 ］ 緑川産業「曽我椿山
①10:00 ～ 17:00（最終日15:00） ②緑川産業ギャラリー
（～ 29日）
16［月・祝］ 押し絵（林保子）
①10:00 ～ 18:00（月休 月祝翌休） ②コーヒーの店

17［ 火 ］ 大統寺定期座禅会
①6:30

◎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。

白河文化交流館コミネス指定管理者

③無料

④緑川産業

⑤0248-22-3300

合歓（中山義秀記念文学館内） ③無料 ④合歓 ⑤0248-46-2928

②大統寺（白河市馬町） ③無料（要申込） ④大統寺

カラオケ喫茶Ｋ歌謡発表会月例会
18［ 水 ］ 第106回
①11:00 ～ 17:00 ②カラオケ喫茶Ｋ ③2,000円

⑤0248-23-2723

④カラオケ喫茶Ｋ

22日）
19［ 木 ］ 第11回白デジ写真展（～
①19日13:00 ～ 17:00、20 ～ 22日9:30 ～ 17:00（最終日～ 16:00） ②マイタウン白河1階ギャラリー

⑤0248-24-5000

③無料 ④白河デジタル写真クラブ ⑤0248-23-6795（関谷）

（講師：井上潤）
20［ 金 ］ 立教志塾定例研修会「近代日本社会の創造者渋沢栄一～白河に残る事績に触れながら～」
①18:30 ～ 20:00 ②新白信イベントホール（西支店） ③500円 ④（公財）立教志塾 ⑤0248-23-1427
（～ 11月24日）
27［ 金 ］ 中山義秀記念文学館テーマ展「義秀の愛した会津街道―歴史と文化―」
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

（講師：岡崎昌之 法政大学教授）
28［ 土 ］ 立教志塾定例研修会「まちづくりは人づくり、人づくりは我づくりから」
①16:00 ～ 17:30 ②泉崎カントリーヴィレッジ研修室 ③500円 ④（公財）立教志塾 ⑤0248-23-1427
まほろん館長講演会

①9:30 ～ 17:00

…徒 歩 でお 越 し の 場 合

⑤0248-46-3614（中山義秀記念文学館）

風とロック芋煮会2019（～ 8日）

まほろん企画展

交
通
アクセス

ポプラの木）（～ 22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

①13:00 ～ 15:00

編集・発行

木工展（秀工匠、遠藤秀男）（～ 15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

②まほろん

③無料

④まほろん

⑤0248-21-0700

渦文―時を超える文様―（～ 12月15日）
②まほろん

③無料

④まほろん

⑤0248-21-0700

昆虫標本と昆虫写真展（福島ファウナ調査グループ）（～ 10月20日）
29［ 日 ］ 第３回
①9:00 ～ 17:00（最終日15:00、月休） ②矢吹町陶芸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
五歳児作品展（中畑・三神幼稚園）（～ 10月20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

近隣地域のイベント・公演情報
①開催時間

②会場

③料金

④主催

⑤問い合わせ

2019．９月

※各催し物の詳細は⑤にお問い合わせください。

オルガン・リサイタル
29［ 日 ］ ベン・ファン・オーステン
①15:00 ②那須野が原ハーモニーホール大ホール ③全席自由 一般2,000円、学生1,000円（大学生以下） ④公益財団法人那須野が原文化振興財団

⑤0287-24-0880

NPO法人カルチャーネットワーク

〒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 WEB：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。

