
白河の高校生のためのクリエイティブゼミ、はじまります。

　
クリエイティブとは、これまでにない、新しいことを生み出すこと。

未解決の課題を、解決に導くこと。

　
クリエイティブってなんだろう？ 日本や世界で起こっているアート

と文化の話に触れながら、ゼミ形式で学びます。ゼミは、大学で行わ

れている学びと議論の場。教室での講義ではありません。メンバー同

士で、お互いに意見を出し合いながら、学びを進めます。ゼミの講師は、

舞台芸術が大好きなコミネス館長の志賀野先生。映画好きコミネス職

員・佐々木と、写真好きエマノン室長の青砥もお手伝い。ゼミメンバー

は現在募集中。いっしょに、新しい未来を目指しませんか？

白河の高校生のための
クリエイティブゼミ

5.112018 START



ゼミ各回のキーワード…「スティーブ・
ジョブズ」「EU 一の住みやすい都市・フ
ランス・ナント」「過疎と豪雪の地域で
アートフェス」「変な美術館 ビルバオ・
グッケンハイム」「八戸ポータルミュー

コミュニティ・カフェ EMANON（エマノン）は、

No nameの逆さつづりから名付けられました。

利用者の方々が、自由にこの場所を使って、生かしてほしい。

そう考えて、この場所にはあえて名前をつけず（No name）、

解放していくこととしています。

福 島 県 白 河 市 本 町 9

ま だ 知 ら な い 世 界 と つ な が る カ フェ。

Community cafe EMANON

特別な日もありますが、

ふだんは高校生をひいきする古民家カフェ。

会員証を作成することで無料でフロアを利用できる他、

おいしいコーヒーとスイーツを準備してお待ちしております。

勉強はもちろん、おしゃべりにも。

老若男女どなたさまもご利用ください。

BEFORE

AFTER

「 E M A N O N」は中心市街地の古民家を
リノベーションしたカフェです。

〒961-0905 福島県白河市本町９

コミュニティ・カフェ エマノン

専用駐車場なし。
三井のリパーク白河大東銀行等
コインパーキングを利用ください。

0248-57-4067

営業時間  12:00~22:00  （L.O 21:30）定休日  水曜日・木曜日

白河駅

マイタウン白河

新白河 南湖公園

中町郵便局

LAWSON
ヨーク
ベニマル

大東銀行

山田パン

c a f e
E M A N O N

Twitter @EMANON_fks

@qtk5882sLINE

facebook @emanon.fukushima

@cafe_emanonInstagram

“EMANON”について

WEBサイト http://emanon.fukushima.jp

白河の高校生のための
「クリエイティブゼミ」について

大学や美術館、ギャラリーのない白河市のような街は世界にたくさ
んあります。でも世界を見渡すと、そんな地方の小さな街から、新
しく鋭くなめらかに、文化を発信・創造するチャレンジはたくさん
あります。世界中・日本中の創造的な街の事例を学びながら、新し
いものを生み出し、発想するための力を身につけませんか？

ゼミナールとは…大学で行われている学びと議論の場のこと。
先生と学生が同じテーブルにつき、対話の中で学んでいきます。

about Seminar

こんな人にオススメ！
美術やデザインが好きな人、将来そんな勉強がしたい人

☝️

まちづくりや行政の分野に進みたい人

☝️

新しいもの好き、好奇心が強い人

☝️

大学の先生や大学生とお話してみたい人

☝️

スケジュールと参加申し込み方法
２週間に約１回のペースでゼミを開きます。
開催場所は、コミュニティ・カフェ EMANON です。
開催時間は＜ 17:00 〜 18:30 ＞の 90 分間。夏季休業期間のみ＜ 15:00 〜 16:30 ＞です。

▶︎現在の開講予定日
５月１１日／６月８日／６月２９日／７月１３日／７月２７日／８月１０日／８月２４日／９月２８日
１０月１２日／１０月２６日／１１月１６日／１２月７日／１２月２１日／１月１８日／２月８日

（すべての回に参加する必要はありません。ご都合に合わせて欠席も可能です。）
参加するためには、＜主催：コミュニティ・カフェ EMANON＞に申し込みください。５月１０日必着です。
お申し込みいただいた方には、折り返し確認のご連絡をさせていただきます。
　▶︎連絡方法（以下のいずれか）
①持参：申込書に必要事項を記入の上、直接カフェに持参
②郵送：申込書に必要事項を記入の上、カフェに郵送
③メール：申込書の必要事項を、メールにて送信
④お電話：申込書の必要事項の内容を、電話にてお伝えいただく

 （電話対応可能時間 水木をのぞく 12:00 〜 20:00）

about Schedule

開催場所・申し込み先
about Contact

主催 :コミュニティ・カフェ EMANON 協力 :白河文化交流館コミネス　
《会場ならびに申し込み先》　
〒 961-0905　福島県白河市本町９
コミュニティ・カフェ EMANON（エマノン）
電話　0248-57-4067　メール　emanon.fks@gmail.com

☆参加無料☆
☆修了証発行☆

1973 年 仙台市役所入所。2003 年仙台市企画市民局文化
スポーツ部長に就任。2008 年東北文化学園大学総合政策
学部教授。2016 年 3 月に退官、特任教授となる。現在、
白河文化交流館コミネス館長。東北芸術工科大学講師。

講師：志賀野 桂一   Shigano keiichi

スタッフ：青砥和希 Aoto Kazuki
首都大学東京大学院博士前期課程、
都市・人文地理学研究室所属。研究
テーマは写真メディアの地域表象。

スタッフ：佐々木郁哉 Sasaki Fumiya
新潟大人文学部卒。専門は映画芸術。
現在はコミネス職員として、フラン
ス・日本映画の上映企画に携わる。

全体テーマは、「クリエイティ
ブなまちづくりのために…」
一緒に、創造的な思考を見につ
けよう！

ジアムハッチ」「シルク・ド・ソレ
イユとケベック魂」「映画《船山に
登る》」「建築界の鬼才ガウディと
バルセロナ」「震災とかたりつぎ」

など

お申し込みは
５月１０日まで

ただし、申込日を過ぎてから

参加したい方はご相談ください。

柔軟に対応します。



 

 

2018 年 4 月 20 日 

関係各位 

福島県白河市本町 9 コミュニティ・カフェ EMANON 

運営団体 EMANON 準備室 理事長 青砥和希 

 

高校生のための「クリエイティブゼミ」開講のお知らせ 
	  
春風の候、皆様ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。関係者の皆様におかれましては、日頃か

ら弊団体の事業にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 
さて、この度弊団体では、白河市周辺地域の高校生のためのゼミナール「クリエイティブ・ゼミ」を

実施いたします。弊団体と白河文化交流館コミネスとが協力して運営するゼミナールを通じ、創造的な

思考と、思考に裏付けられたコミュニケーション能力を持った将来の東北・世界を担う人材を育てるこ

とを目指します。講師として志賀野桂一さん（白河文化交流館コミネス館長・プロデューサー・東北文

化学園大学特任教授）を迎え、能動的な対話を通じた学びの場を設けます。 
このゼミナールへ参加は任意で、基本的には事前登録制と致します。つきましては、興味関心のある

高校生の皆様へ周知のご協力をいただければ幸いです。日程等は別途文書にて告知いたしますので、併

せてご覧ください。 
キリトリ線 

 
「クリエイティブゼミ」申込書 

年	 	 月	 	 日 
 

平成 30 年度に開催する「クリエイティブゼミ」へ申し込みます。  

氏名（本人）	 

ふりがな	 生年月日	 

	 
	 

	 	 	 	 	 年	 	 	 月	 	 	 日	 	 

	 

住	 所	 

	 

〒	 	 	 	 －	 	 	 	 	 

	 	 	 

	 

自宅℡	 （	 	 	 	 ）	 	 	 －	 

連絡先（本人）	 
携帯℡	 	 

E メール	 	 

いま現在、関心の

あること	 

（自由回答）	 

	 

	 

氏名（保護者）	 	 	 

連絡先（保護者）	 携帯℡	 	 




