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休 館 日 の お 知 ら せ

はるえ図書館

ハートピア春江

URL：http://www.saka i -bunka. jp

ハートピア春江 交通のご案内

■自家用車

　北陸自動車道

　丸岡インターより約15分

　福井北インターより約30分

■JR北陸本線

　春江駅下車

　徒歩約20分・車5分

■えちぜん鉄道

　三国芦原線

　太郎丸駅下車　徒歩約15分

■京福バス

　運転免許センター線

　エンゼルランドふくいバス停下車

　西太郎丸バス停下車

（福井駅前からは10番市内バス

乗り場からお越しください）

交通のご案内

■自家用車

　北陸自動車道

　丸岡インターより30分

　金津インターより30分

■JR北陸本線

　芦原温泉駅下車

　タクシー20分

　バス三国駅行き30分

■えちぜん鉄道

　三国駅下車 徒歩3分

〒913-0045

福井県坂井市三国町南本町3-3-26
TEL/FAX 0776-82-0299

〒913-0047

福井県坂井市三国町神明1-4-20
TEL 0776-82-7200　FAX 0776-81-4323

〒919-0474

福井県坂井市春江町西太郎丸15-22
TEL 0776-51-8800　FAX 0776-51-8950

施設（ホール）の空き情報の確認は
インターネットで行えます！

施設（ホール）の空き情報の確認は
インターネットで行えます！
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　暑い毎日が続くこの季節、一番気をつけなければ

ならないのは、やはり食中毒です。それに今年は新

型インフルエンザも騒がれて、心身ともに疲労が溜まっ

ている方が多いと思います。私たちが企画するコンサー

トなどが、その疲れた心の休息になれるように多岐

にわたる魅力ある物を提供していきたいと思います。

ふくｅ−ねっと／電子申請・施設予約窓口

▲
▲文化の森・ＹＵＲＩ文化情報交流館（ハートピア春江） 

　ハートピアホール・小ホールの空き状況が確認できます
 
坂井市みくに文化未来館（みくに文化未来館）
　多目的ホールの空き状況が確認できます

施設（ホール）の空き情報が「ふくｅ−ねっと」で

確認できます。ぜひご利用ください。

※ただし、電子申請、施設予約はできませんので

ご了承ください。

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｈｉｎｓｅｉ．ｅ－ｆｕｋｕｉ．ｌｇ．ｊｐ/

林家いっ平改メ
二代目林家三平襲名披露公演

プロフィール

演出からのメッセージ

初代林家三平と海老名香葉子の次男。祖父は７代目正蔵、兄は９代目正蔵。落語の師

匠は、初代より一門を相続した林家こん平。後見人として春風亭小朝がいる。芸風とし

ては、爆笑王である父とは異なり本格派を指向している。三遊亭王楽、桂春菜、二代目

林家木久蔵、月亭八光との５人の通称「坊ちゃん５」として落語会を開催するなどの活

動をしている。2005年の大銀座落語祭より中国語落語に挑戦し、2005年秋には中国・

青島での高座に上がった。演題は、2005年「時蕎麦」、2006年「動物園」、2007年「お

菊の皿」。また今年2009年の水戸黄門では、ちゃっかり八兵衛役に抜擢される。

過日、安島の人たちを始め海の事業に拘わる人たちや里山を愛

する人たちが、枯れた松の原状を憂い、植林をなされているご様

子を拝見しました。海と山のつながり、人と動物のかかわり、そ

して豊かな自然を取り戻そうと立ち上がられた人たちを思うとき、

次代を担う子どもたちが、「自然への感謝の念、人や動物を広く

愛する心、自らを豊かに表現できる能力、助け合って創造的に生

きる力」をしっかりと培ってくれることを祈って、この舞台を創

り上げたいと思います。

詳細は 4 ページに掲載しています

詳細は２ページに掲載しています

12月12日(土) 開演:午後6時30分 
13日(日) 開演:午後2時 

公演日

原作：西川憲弥　演出：岡田利雄 

子どもミュージカル

「子ギツネこん太と仲間たち」

　一昨年が「ヲホド皇子」昨年は「イルカのラボちゃん」と

子どもたちが主役のミュージカルを上演し、子どもたちの懸

命な熱演が評判となりました。

　今年は「子ギツネこん太と仲間たち」です。森にはたくさ

んの動物が住んでいて楽しく暮らしていました。ある日、食

べ物を探しに里に下りてきた動物たち。人間に追いかけられ

捕まりそうに…子ギツネこん太と子どもたちの織りなす人間

と動物の物語。みんなで創り上げる素晴らしい舞台にご期待

下さい。

※写真は昨年の公演のものです※写真は昨年の公演のものです



演　劇 発売日未定

※未就学児のご入場はお断りします。託児サービスをご利用ください（有料・要予約）

ダンス2月予定 発売日未定

みくに文化未来館演劇教室MAFF 第13回定期公演 

 「ゴジラ」 
作：大橋泰彦　演出：湯浅弘祥 

子どもミュージカル 「子ギツネこん太と仲間たち」 

音　楽10月17日（土） 9月13日（日）発売

旧森田銀行本店サロンコンサート 

「今川  節」心のうたを…秋 

■開　演　1月23日（土）午後7時・24日（日）午後2時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■チケット　一般1,000円　高校生以下500円

　　　　　　（全席自由・税込み）当日300円増

※さかいホールメンバーズは900円 （11月15日先行発売予定）

■プレイガイド　みくに文化未来館、イーザ、ハートピア春江

■開　演　12月12日（土）午後6時30分・13日（日）午後2時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■チケット　一般1,000円　高校生以下600円

　　　　　　（全席自由・税込み）当日200円増

※さかいホールメンバーズは900円

■プレイガイド　みくに文化未来館、ハートピア春江、イーザ

演　劇1月23日（土）・24日（日）

　コンテンポラリー・ダンスとは、自由に大胆にからだを使って表

現するダンスです。

　昨年大好評だった身体ワークショップとダンス公演が今年もみく

にで行われます。講師は昨年と同じく「セレノグラフィカ」！この

関西の男女２人組ダンスユニットと一緒にあなたも身体全部を使っ

て、ダンスで自分らしさを表現してみませんか？「あっ ! 自分の体っ

てこんな風に動くんだ」というようなちょっとした発見があり、こ

の不思議な身体表現はあなたの心身全てを解放することでしょう。

セレノグラフィカが今年もみくににダンス旋風を巻き起こす！？続

報をお楽しみに！

駐車場について
　未来館には、駐車場が100台分しかありません。えちぜん

鉄道など公共交通機関をご利用になってお越しください。

最寄駅：えちぜん鉄道三国駅より徒歩3分

ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集

音　楽9月22日(火） 好評発売中！

※未就学児のご入場はお断りします。

■開　演　午後7時

■会　場　旧森田銀行本店

■出　演　お　話：平井英治

　　　　　う　た：小原奈保美・玉谷七重・ 牧野惠子（50音順）

　　　　　ピアノ：太田満貴

■チケット　一般 1,000円　高校生以下 500円

　　　　　  （全席自由・税込み）当日300円増　50席限定

※さかいホールメンバーズは900円（9月6日先行発売）

■プレイガイド　みくに文化未来館、旧森田銀行本店

　　　　　　 ハートピア春江

「今川節」心のうたを･･･4回シ

リーズ、大好評をいただいており

ましたが、ついに最終回を迎える

こととなりました。今回は「秋」

をテーマに、より深く今川節の世

界を感じていただけるよう、1曲

ごとにエピソードや解説を添えて

お届けします。今回はどんなお話

や歌が聞けるでしょうか？このシ

リーズ最終章をお見逃し無く。

（みくに文化未来館自主事業に限ります）

有　料

要予約

公演時の託児サービスをご利用下さい 公演時の託児サービスをご利用下さい 
料金　１人１回800円

対象　満１歳〜就学前

予約　公演日の10日前までに

　　　ご予約下さい。

ご協力ありがとうございました

当選おめでとう！当選おめでとう！
　当財団の公演に対するアンケートにご協力いただい
た方の中から抽選で出演者のサイン色紙のプレゼント
を行っています。当選された方のお声です。 

●海援隊　色紙当選者
　送られた色紙をまじまじと見て、印刷でなく本当にご本

人がマジックで書いたものとわかり感動しました。今年結

婚するのでその新居に飾りたいと思います。話がうまく、

ぐいぐい引き込まれ、泣いたり笑ったり大変でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（鯖江市・T氏・女性）

　色紙が届いてビックリ！久しぶりに夫婦でコンサート

に行って、とても素敵な思い出になりました。鉄矢さんが

お母さんを語る姿を見ていると、男の人が母を思う気持ち

が伝わってきて、私も主人のお母さんを大切にしてあげた

いと思いました。　　　　　　　  （坂井市・Y氏・女性）

●おもっしぇ・ザ・寄席　色紙当選者
　色紙当選、うそ?、やった?、うれしい！笑点でいつも

見ているお二人が目の前で感動。たくさん笑えました。

紙切りも上手でびっくりしました。これからも皆が笑顔

になるような「おもっしぇ・ザ・寄席」を楽しみにして

います。　　　　　　　　　　　  （富山県・Y氏・女性）

12月12日（土）・13日（日）

コンテンポラリー・ダンス 
ダンス公演とワークショップ 

※写真は昨年の「イルカのラボちゃん」より※写真は昨年の「イルカのラボちゃん」より

※写真は前回の親子ワークショップ時※写真は前回の親子ワークショップ時

11月22日（日）発売予定

坂井市民文化創造企画支援事業

鷹野雅史エレクトーンライブ 
with稲垣智保 

■開　演　午後6時30分

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出　演　鷹野雅史、稲垣智保

■チケット　一般2,500円　高校生以下1,500円

　　　　　　（全席自由・税込み）

■プレイガイド　みくに文化未来館、ハートピア春江

　　　　　　 新家俊弘 e-mai l：shinke@kore .mitene .or . jp

落　語10月25日(日） 8月16日（日）発売

坂井市民文化創造企画支援事業

桂米団治襲名披露記念落語会 

■開　演　午後6時30分

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出　演　桂米団治、桂南光、桂団朝、桂ちょうば

■チケット　一般3,000円（全席自由・税込み）当日500円増

■プレイガイド　みくに文化未来館、三国湊座

上方落語の桂一門が三国にやってきます。襲名披露の「桂米団治」、

実力メキメキ「桂南光」、噺家役者ここにありの「桂団朝」、即興

で作詞作曲する「桂ちょうば」と総勢4名の豪華メンバーで行われ

ます。今回は桂米団治の襲名披露記念の舞台でもあり、ステージは

疾風怒濤の大爆笑となることでしょう。

　昨年は「イルカのラボ

ちゃん」で感動の渦を巻

きおこした子供ミュージ

カル。今年は「子ギツネ

こん太と仲間たち」

　30名ほどの子どもたち

は、笑顔で楽しみながら

も練習が始まると真剣な

顔になり、大きな声で歌っ

たり、飛びはねるように

おどったりと、一生懸命練習に励んでいます。

　本番のステージで、子どもたちのイキイキとした姿を見て、そし

てそれを見た私たちもイキイキとできる、それが生の舞台のおもし

ろさです。力一杯自然と人間の関わりを演じ上げる子どもミュージ

カルをあなたも一緒にお楽しみください。

あの「ゴジラ」が未来館

に復活します！平成11年1

月にもMAFFが上演しまし

たが、非常に面白かったの

で劇団員がまたやってみた

いということで、今回再演

することとなりました。

この芝居は、ゴジラが「や

よいさんをお嫁さんにください」と、女の子の両親に挨拶にくるとい

う破天荒な話です。はたしてその恋は成就するのでしょうか？10年

前とはまた違った演出の「ゴジラ」をご堪能下さい。

また、団員も随時募集しております。舞台に立ってみたい方、衣装

を作ってみたい方、裏方をやってみたい方、誰でも参加できます。毎

週木曜日の夜に未来館で練習していますので、まずはお気軽に見学に

来てください。お電話お待ちしております。（TEL 0776-82-7200）

※写真は前回公演の「ここだけの話」より※写真は前回公演の「ここだけの話」より

桂米団治 桂南光桂米団治 桂南光

　未来館の感動の舞台を見に来られたお

客様を、笑顔でもてなすのも楽しいもの

です。あなたも受付や場内案内や場内ア

ナウンスで体験してみませんか。お気軽

にお電話ください。

《お問合せ・お申込み》

みくに文化未来館 TEL 82-7200

今から13年前、未来館で第九交響曲を

上演したいと考えたとき、オーケストラ

と合唱団員を舞台に乗せるには狭すぎま

した。そこで考えたのが、エレクトーン

４台によるオーケストラ演奏でした。そ

の時に活躍したのが鷹野雅史さんと稲垣

智保さんです。エレクトーンで第九とい

う国内初の試みは大成功を収めました。

今回、スケールの大きさとライブ感に

あふれ、確かな演奏力と温かみのあるトー

クで有名な鷹野さんと、様々な分野で活

躍する稲垣さんのステージをお楽しみください。きっとエレクトー

ンのイメージが変わりますよ。
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はーとぴあきっずはーとぴあきっずはーとぴあきっずはーとぴあきっず

※未就学児のご入場はお断りします。

※未就学児のご入場はお断りします。※未就学児のご入場はお断りします。

※乳幼児のご入場はお断りします。
ご協力ありがとうございました

イベント案内イベント案内イベント案内

日　時　8月22日（土） 午前10時～午後12時 
会　場　ハートピア春江  展示交流ホール 
■チケット　無料　　■お問合せ先　ハートピア春江

日　時　12月20日（日） 午後2時～午後4時30分 
会　場　ハートピア春江　ハートピアホール 
■チケット　500円（全席自由）

当選おめでとう！当選おめでとう！
　当財団の公演に対するアンケートにご協力いただい
た方の中から抽選で出演者のサイン色紙のプレゼント
を行っています。当選された方のお声です。 

●爆笑！吉本若手お笑いLIVE
　テレビとは違った芸人さんのトークはとても楽し

かったです。　　　　　　　　（大野市・Ａ氏・女性）

　幾度かのライブを観覧しました。

まさかの色紙当選！一生忘れない記念になりました。

　　　　　　　　　　　　　　（大野市・Ｍ氏・女性）

 
●ガラクタ音楽会

　今回初めて山口ともさんのステージを親子で楽し

ませて頂きました。久々に音楽を楽しむ事ができま

した。　　　　　　　　　　　（鯖江市・Ｋ氏・男性）

 
●金管五重奏団コンサート

　驚きました。たくさん行きたいコンサートを企画す

るハートピア春江に感謝です。  （福井市・Ｔ氏・男性）

■開　演　午後２時

■会　場　ハートピア春江　ハートピアホール

■出　演　林家三平、林家正蔵、林家たい平

　　　　　林家鉄平

■チケット　3,800円（全席指定・税込み）

※さかいホールメンバーズは3,500円

■プレイガイド　ハートピア春江、みくに文化未来館、松木屋日の出店、

　　　　　　　　勝木書店本店、ベル、パリオシティ、福井芸術・文化フォーラム

寄　席 好評発売中！

林家いっ平改メ 
二代目林家三平襲名披露公演 

ハートピア春江ホワイエコンサート ハートピア春江ホワイエコンサート ハートピア春江ホワイエコンサート 

林家いっ平改め林家三

平の襲名披露公演をハー

トピア春江で開催します。

ゲストに林家正蔵、林家

たい平、林家鉄平を迎え

た特別寄席をはじめ、一

世一代の口上は必見です。

初代の遺伝子を受け継い

だ本格派指向の二代目三

平にどうぞご期待下さい。

ミュージカル 「シンデレラ」 
～心に広がる“幸せ”の物語～ 

■開　演　午後2時　■会　場　ハートピア春江　ハートピアホール

■出　演　原幹恵、滝川英治、水沢アキ、劇団東少

■チケット　大人 3,000円　中学生以下 2,000円（全席指定・税込み）

※さかいホールメンバーズは 大人2,800円 中学生以下1,800円

■プレイガイド　ハートピア春江、みくに文化未来館、松木屋日の出店、

　　　　　　 勝木書店本店、ベル、パリオシティ

※3歳未満のご入場はお断りします。

9月6日（日）

■開　演　午後２時30分

■会　場　ハートピア春江　ハートピアホール

■出　演　露の都、桂あやめ、桂三扇、笑福亭笑子

　　　　　桂ぽんぽ娘、桂さろめ、露の眞、露の紫

　　　　　三味線：吉川絹代　鳴り物：笑福亭喬介

■チケット　1,800円（全席自由・税込み）

※さかいホールメンバーズは1,500円

■プレイガイド　ハートピア春江、みくに文化未来館、松木屋日の出店、

　　　　　　　　勝木書店本店、ベル、パリオシティ、福井芸術・文化フォーラム

寄　席 好評発売中！

女性落語公演 
上方笑女隊がやってきた！ 

露の都を隊長に、桂三扇や桂あやめなど、豪華な顔ぶれでお届け

する女性落語。上方笑女隊が持つ魅力溢れる女性パワーは、現代社

会の不景気を吹き飛ばすほどのエネルギーを与えてくれます。ぜひ、

笑女隊の元気に触れてみてください。

9月22日（火・祝）

演　劇 好評発売中！8月30日（日）

手作りのかわいらしい人形を使っ

た人形劇や簡単な工作など、親子

一緒に楽しめる内容になってます。

ぜひ、遊びに来てくださいね。

9月23日（水・祝） 音　楽 入 場 無 料

■開　演　午後2時

■会　場　ハートピア春江　ハートピアホールホワイエ

■出　演　シルフィーコール

■チケット　無料（整理券が必要になります）

■お問合せ先　ハートピア春江

女性コーラス シルフィーコールコンサート 
コーラスが織り成す魅惑のハーモニー。歌うこ

との楽しさを体いっぱい表現して、お客様も楽し

い気分にさせてくれます。どうぞ、お越し下さい。

8月23日（日） 音　楽 入 場 無 料

■開　演　午後2時

■会　場　ハートピア春江　ハートピアホールホワイエ

■出　演　えるぱそ（ギターアンサンブル）

客　演　高村浩二、足立由香里

■チケット　無料（整理券が必要になります）

■お問合せ先　ハートピア春江

ギターアンサンブル“えるぱそ”コンサート 
アンサンブル、独奏、重奏など多彩な音色で楽しませてくれるギター

アンサンブル“えるぱそ”。

ギター同士がとけあう弦の競演。一つの音色となって響く魅惑のギ

ターアンサンブルにご期待下さい。

劇団東少が贈る感動のミュー

ジカル「シンデレラ」。

単純なストーリーながらも、

幸せとは何かを考えさせ、大切

なものを思い出させてくれます。

夢と希望溢れるステージを親子

一緒にお楽しみ下さい。滝川英治 原幹恵 水沢アキ滝川英治

桂あやめ 露の都 桂三扇桂あやめ

塩谷哲塩谷哲

露の都 桂三扇

原幹恵 水沢アキ

■開　演　午後7時

■会　場　ハートピア春江　ハートピアホール

■出　演　塩谷哲、佐藤竹善

■チケット　6,800円（全席指定・税込み）

※さかいホールメンバーズは6,200円

■プレイガイド　ハートピア春江、ＦＭ福井、ＦＯＢ企画、

　　　　　　  松木屋日の出店

音　楽 好評発売中！

ＳＡＬＴ＆ＳＵＧＡＲ 
「“13年ぶり”て、 あなた！！」ツアー 

クリスマススペシャル クリスマススペシャル クリスマススペシャル 

ポップスながら本格性を

兼ね備えた SALT&SUGAR

のコンサートを開催。全く

違った音楽性を持った二人

が創る楽曲は、対をなして

いるものの、そのイメージ

やメロディーは見事に一体

化し、表現したいメッセー

ジは観客の心に優しく伝

わっていきます。

このあたたかいコンサー

トに是非お越し下さい。

10月3日（土）

■開　演　午後５時

■会　場　ハートピア春江　ハートピアホール

■出　演　スターダストレビュー

■チケット　6，500円（全席指定・税込み）

※さかいホールメンバーズの割引きはありません

　（先行発売は８月22日（土）になります）

■プレイガイド　ハートピア春江、松木屋日の出店

音　楽 8月29日(土)発売

スターダストレビュー コンサート 

歌はもとよりトークでも楽しませてくれるスターダストレビュー。

会場を熱気づける胸躍るポップな曲をはじめ、静かに包み込む心

に染みるバラードなど、様々な楽曲で皆様を満足させてくれます。

ぜひ、このコンサートにお越し下さい。

11月15日（日）

佐藤竹善佐藤竹善

はーとぴあきっずはーとぴあきっずはーとぴあきっずはーとぴあきっず

楽しいコンサートや工作、多彩なゲームコーナーなど
親子で楽しめる企画が満載です

〜不要になったおもちゃをお譲り下さい〜

　クリスマススペシャルでおもちゃ交換会を企画しています。
　不要になったおもちゃをお譲り下さい。集まったおもちゃは、
当日参加した子供たちに全て無料で配布いたします。
　なお、おもちゃを持ってきてくれた方には、当日会場内で使
用できる金券（50円券２枚）をプレゼントいたします。

受付期限：12月6日（日）まで
※痛みがひどいもの、修復が必要な物は受け取ることが出来ません。あらかじめご了承下さい。

みんな
見に来てね!

みんな
見に来てね!

ワークショップ　8月30日(日)  午前10時〜午後12時
内容：発声や台詞・演技・ダンス・感情表現等の体験学習

定員40名（チケット購入の方対象） ※事前に申込みが必要になります。


