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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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　あたたかい日差しが照らす雪の眩しさが印象深い

この季節は、寒い時期ならではの風景が目を楽しま

せてくれます。その時期の思い出は、季節と併せて

心に優しく宿るものです。ハートピア・未来館とも

に、心に優しく残る多彩な企画を皆様にご提供出来

るよう今年も頑張っていきます。

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/

先行発売（公演会館窓口及び電話受付のみ）
◇催事情報や先行発売案内は事前にハガキ等で郵送いたします。

チケット割引（１公演２枚まで）
※公演によって割引価格・枚数制限が異なります。

ポイント制 ※主催事業に限ります
（春江・みくにのどちらの事業でもポイントがたまり、
10ポイントで1,000円の割引券と交換）

情報誌スポットライトエクスプレス発送
（坂井市外の会員様） ※坂井市内は全戸配布いたします
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募集要項

定　　員：400名

（ハートピア春江・みくに文化未来館合わせて）

年  会  費：1,500円　　入会資格：18歳以上

有効期限：平成22年4月〜平成23年3月まで

申し込み方法

　ハートピア春江及びみくに文化未来館の

窓口にある申し込み用紙に必要事項を記載

し、年会費を添えて申し込んでください。

続々と魅了ある企画を提供致します続々と魅了ある企画を提供致します

人形劇団とんと公演2010

5月9日（日）　開演：①午前10時30分　　
　　　　　　　　  ②午後1時30分
　　　　　　  詳細は４ページにて掲載

詳細は４ページにて掲載

◇だんごどっこいしょ
◇こえあそび （2本立て）

三遊亭楽太郎改め

六代目三遊亭円楽襲名披露公演
5月16日(日)　開演：午後２時
　　　　　　  詳細は４ページにて掲載

秦万里子コンサート 
  with ひぃふぅみくに〜ずコーラス隊

「半径５メートル物語」をうたう

4月25日（日）　開演：午後6時
　　　　　　 詳細は２ページにて掲載

9月開催予定

おもっしぇ・ザ・寄席

桂歌丸独演会

上妻宏光
三味線コンサート

ハートピア 「春の美術展」

4月11日(日)〜18日(日)
開館時間：午前9時〜午後5時　入場無料

詳細は後日掲載します

11月開催予定

詳細は後日掲載します



（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ください 公演時の託児サービスをご利用ください 
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

　　　ご予約ください。

坂井市民文化創造企画支援事業募集

　市民の方々による舞台企画を助成する事業です。

仲間を募って、自分達がやってみたい音楽や演劇な

どを、企画立案から事業の完遂までを実施してくだ

さい。

　まずは、下記の問合せ先までご連絡ください。

【対象者】

　坂井市内に在住する５名以上で組織される

　実行委員会

【対象事業】

音楽コンサート、演劇、ダンス、落語･寄席など

の舞台芸術公演を、みくに文化未来館またはハー

トピア春江のホールを利用して行う事業で、以下

の内容であること。

プロ、または子供(概ね坂井市在住)が主体となっ

て出演する舞台芸術。

ただし、政治、宗教、営業に係るものや、他から

の助成等を受けているものは除きます。

【助成金額】

舞台制作などに直接必要な経費の1／2（40万円)

以下とします。

【申請方法】

平成22年3月1日から3月31日までに、当方規定

の様式により申請してください。

【審査決定】

当事業実施要項に基づき審査し可否を決定します。

また、その結果を４月30日までに申請者に通知

します。

【問合せ先】

　ハートピア春江　　TEL 51-8800

　みくに文化未来館　TEL 82-7200

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

セレノグラフィカ(隅地茉歩＆阿比留修一) 
ダンス公演 

おめと、うらと、セレノと。 Vol.2

演奏予定曲目

　ベートーヴェン

　ヴァイオリンソナタ 第6番　ヴァイオリンソナタ 第7番

　ヴァイオリンソナタ 第8番　ヴァイオリンソナタ 第9番

■開　演　午後6時　　■会　場　みくに文化未来館ホール

■出　演　秦万里子、ひぃふぅみくに〜ずコーラス隊

■チケット　3,000円（全席自由・税込み）当日500円増

　　　　　　※さかいホールメンバーズは2,700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、ベル、松木屋日之出店
※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）

坂井市民文化創造企画支援事業

ヴァイオリン＆ピアノ 
J.J.カントロフ＆上田晴子 
デュオ・リサイタル 

※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）

■開　演　午後7時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出　演　ジャン＝ジャック・カントロフ（ヴァイオリン）

　　　　　上田晴子（ピアノ）

■チケット　一　般 3,000円　大学生以下 1,500円

　　　　　　親子券 3,800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、ハートピア春江、松木屋日の出店

ダンス音　楽3月13日（土） 好評発売中！

秦 万里子コンサート 
with ひぃふぅみくに～ずコーラス隊 
「半径５メートル物語」をうたう 

　秦万里子と一緒に舞台で歌っていただける

方を募集します。主婦ならばどなたでも参加

できますが、以下の2回のレッスンと当日の

リハーサルに必ず参加できることが条件です。

音　楽4月25日（日）

2月14日（日）

3月3日（水）発売予定

好評発売中！

■助　成　(財)地域創造

■アーティスト セレノグラフィカ（隅地茉歩＆阿比留修一）

■開　演　2月14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　中学生以下 500円　親子 1,200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

■プレイガイド　みくに文化未来館、ハートピア春江、イーザ、

　　　　　　  ベル、松木屋日の出店

ダンス公演 
コンテンポラリー・ダンス…ダンスと聞いて連想するジャズダン

スやヒップホップダンスとは違い、一種の創作ダンスのようなもの

です。大変好評だった昨年に引き続き、今年も三国町にプロアーティ

ストが登場！ダンス公演を開催します。普段見ることができないダ

ンスをぜひ体感してください。

※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）

セレノグラフィカプロフィール

セレノグラフィカインタビュー

　S e l e n o g r a p h y（月面地理学）＋ ica で「月究学派」の意。97 年結成。

元々のダンス歴は違えども、踊り始めると何故か＜間と呼吸＞の合う隅地茉歩

と阿比留修一。様々な観客にアクセスする要素を豊かに持ち、多様な解釈を誘

発する作風である。04 年よりメンバーに岩村原太が参加し、幅広いジャンル

の表現者とのコラボレーションを通じてデュエットの枠を超えた創作を展開。

近年は、欧州、韓国、オーストラリア等から招聘を受けて作品を上演、活動の

幅を広げている。また、年齢や経験によらずダンスを発見し楽しむことのでき

るワークショップを提供し、アウトリーチ活動にも意欲的に取り組んでいる。

財団法人地域創造「公共ホール現代ダンス活性化事業」平成 19・20 年度、な

らびに 21・22 年度登録アーティスト。http ://www.se lenographica .net/

　今回再びみくにへ登場！セレノグラフィカのお 2 人はどんな

人たち？気になることをぶつけてみました！

コンテンポラリーダンスを始めたきっかけはなんですか？

ダンスそのものを始めた一番最初のきっかけは私はダイエットのため

でした（笑）。阿比留は、俳優になりたくて大学の芸術学科に入学した

そうですが、そこで出会ったモダンダンスに魅了されたことがきっか

けと聞いています。その後互いに別々のジャンル、阿比留はモダンダ

ンス、私はジャスダンスやクラシックバレエなどを鍛錬し、それぞれ

が所属していた研究所やダンスカンパニーから独立してコンテンポラリー

ダンスをするようになりました。 ただ、まだ 90 年代の半ばでしたから、

コンテンポラリーというジャンルに転向したというよりは、自分たち

のやりたいダンスを始めたという意識でしたね。

コンテンポラリーダンスの魅力とは何でしょうか？

どんなものにも縛られていないということだと思います。型にも、テク

ニックにも、形式にも。どんな音楽で踊ってもいいし、どんな衣裳を着

てもいいし、どんな技術を使ってもいい。自由ですね。自由そのもの。

ただ、そのことは同時に、何にもよりかかれないということでもあるの

で、自分たち自身でも、これがダンスなのだと納得のできるラインを探

します。観客の皆さんに対しても「こういうこともダンスになるでしょ

う？」という提案をしたい気持ちがあります。今回の、ワークショップ

のタイトル「これってダンス？これってダンス！」はまさにコンテンポ

ラリーダンスの魅力の在り方の集約された言葉だと思っています。

魅力いっぱいのダンス公演＆ワークショップ「おめと、うらと、セレノ
と。Vol.2」、再び三国で開催されます。是非意気込みを教えてください！

そうですね。もう何度も足を運んで、とても親しみを持っている三国

の土地なので、今回は「より深く、より豊かに」一週間を過ごしたい

です。特に今回は、ワークショップに参加して下さる方々との共同創

作があります。どんな作品になるのか楽しみでなりません。アウトリー

チで出会える小学生たちも去年に増して多いですしね。公演にも阿比

留と私以外のダンサー２名を連れて来ます。今年初めてお会いする皆

さんにも、うれしい再会を果たせる皆さんにも、喜んで頂きたいとい

うのが私たちの気持ちです。

川上 坐 撮影川上 坐 撮影

創立300年を誇るパリ音楽院準教授のピアニスト伴奏の名手・

上田晴子が、フランスの演奏家を日本に紹介するシリーズも今年

で15年目。三国にも2年に1度来ていますが、いよいよ世界屈指の

ヴァイオリニスト・カントロフとの共演です。

今回の来日公演ではオール・ベートーヴェンのプログラムで、

カントロフの重厚で洗練された演奏と、上田の装飾的で華麗な伴

奏が、美しいハーモニーを奏でます。

上田晴子の優しく気さくな人柄に惹かれるリピーターも多く、

リサイタル終了後にホワイエにて行われる出演者との交流会も楽

しみです。

ひぃふぅみくに～ず 
コーラス隊募集 ！ 

　●1回目レッスン　4月18日(日)午後1時より2時間

　●2回目レッスン＆お茶会　4月24日(土)午後2時より2時間30分

　●本番当日リハーサル　4月25日(日)午後3時より

　■参加費　5000円（本番で着用するTシャツ(2000円)と

　　　　　　チケット1枚(3000円)を購入していただきます）

　参加ご希望の方は、2月16日〜2月末までにみくに文化未来館（TEL82-

7200）に電話でお申し込みください。先着40名様で締め切ります。
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Q

A

Q

A

Q

最近 NHK などのテレビなどで見か

ける金髪のオバサン歌手・秦万里子。

１度見たら忘れられない顔です。国

立音大でピアノ、ボストンでアメリ

カ音楽を学び、育児が一段落したこ

ろから音楽活動を再開。「半径５メー

トル物語」というように、身近な出

来事を主婦の目線と感覚で歌を作り、客席を爆笑の渦に巻き込みま

す。地元コーラス隊も参加する、笑いと涙のライブにあなたもぜひ！

vol.12 2010
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5月30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　大野ミュージックメイツ、こすもすミュージックメイツ、

　　　　　　 すみれミュージックメイツ

■チケット　無料（整理券が必要になります）

“いやしの音を届けます” 
トーンチャイムコンサート 

ハートピアホールホワイエ（ロビー）を利用した、地域で活動し

ているアマチュア演奏家さんたちによる爽やかなコンサートです。

お昼のひと時に、音楽に触れてみてはいかがでしょうか。

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 

優しく響く音色、安らぎを与える

ハーモニーをお楽しみください。

一緒に事業などをお手伝いして頂けるボランティアス

タッフを募集しています。年齢・性別は問いません。

また、未経験者の方でも大歓迎です。

◇ホールボランティア…公演時の客席案内など

◇技術ボランティア ( ハートピア春江のみ )
　…舞台・照明・音響の技術スタッフ
　　（月１回の講習会を予定）

◇きっずボランティア ( ハートピア春江のみ )
　…小さい子を対象の人形劇や催し物の企画とお手伝い

■お問い合せ　ハートピア春江　　TEL0776-51-8800

　　　　　　　  みくに文化未来館　TEL0776-82-7200

■開催時間　午前10時〜午後12時（開場：午前9時30分）

■会　　場　ハートピア春江　展示交流ホール

■チケット　無料

■お問い合せ　ハートピア春江

イベント案内イベント案内イベント案内
人形劇 3月3日（水）発売5月9日（日）音　楽 好評発売中！4月17日（土）

■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　三遊亭円楽、三笑亭夢之助

　　　　　三遊亭小遊三、三遊亭好楽　ほか

■チケット　4,000円（全席指定・税込み）

※さかいホールメンバーズは3,600円

　（3月6日（土）先行発売）

■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、

　　　　　　　　ベル、パリオシティ、勝木書店本店、福井芸術・文化フォーラム

寄　席

はーとぴあきっず 

三遊亭楽太郎改め

六代目三遊亭円楽

を襲名するにあたり、

襲名披露公演をハー

トピア春江で開催

します。三遊亭一

門から豪華ゲスト

を迎え、盛大な襲

名口上や天性の話

術を誇るゲストに

よ る 特 別 寄 席 は 、

皆様の心に残る笑

いを提供してくれ

ます。どうぞ、ご

期待ください。

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。

きっずイベント 入 場 無 料3月27日（土）

5月16日（日） 3月14日（日）発売

■開　演　①午前10時30分　②午後1時30分

■会　場　ハートピア春江　小ホール

■出　演　人形劇団とんと

■チケット　1,000円（全席自由・税込み）（3歳以上同一料金）

※さかいホールメンバーズは900円

■プレイガイド　ハートピア春江、みくに文化未来館

　　　　　　  人形劇団とんと（TEL 0778-24-3147）

人形劇団とんと公演2010アンサンブル“クレ ド ファ”コンサート 
人形劇団とんとによる心あ

たたまる人形劇を開催します。

愉快なおしゃべりや手遊びを

盛り込み、親子一緒に楽しめ

るプログラムになっています。

また、ロビー広場での手作り

ゲームコーナーでも楽しめま

すよ。

どうぞ、お越しください。

三遊亭楽太郎改め 
六代目三遊亭円楽襲名披露公演 

ハートピア春の美術展 

■開 館　午前9時〜午後5時  　■会 場　展示交流ホール

■出展数　１名につき１点まで

■出展料　平面作品：550㎜×670㎜以下

　　　　　立体作品：550㎜×550㎜×550㎜以下 …1,000円

　　　　　上記サイズ以上の作品 …2,000円

■受付期間　2月28日（日）〜3月28日（日） 

　　　　　　※但し、スペースがなくなり次第締切致します。

■申込み　出展申込書を提出 【詳しい内容はハートピア春江まで】

※期間中の作品に対する監視は行いません。

　また、出展作品に対する盗難・破損等の保障はありません。

※但し、13日(火)は休館日になります。

桜が咲き誇る季節、ハートピア春江では、

芸術発展をテーマに美術展を開催します。

爽やかな春の来訪を芸術鑑賞で感じてみて

はいかがでしょうか。

ご来館お待ちしています。

今回の美術展に出品して頂ける方を募

集致します。ジャンルは問いません。不明

な点がありましたら、ハートピア春江まで

お問合せください。

出展者 
募集要項 

美　術 入場無料4月11日（日）～4月18日（日）

会場風景会場風景

プログラム
 ◇だんごどっこいしょ

　　　　　 ◇こえあそび

ボランティアスタッフ募集！ボランティアスタッフ募集！

中島啓江ハートピア合唱団参加者募集！中島啓江ハートピア合唱団参加者募集！

定　　員：100名（定員になり次第締め切り）

募集期間：4月1日（木）〜5月16日（日）

参 加 費：大人 3,000円　中学生以下 1,500円

申込み方法：電話・メール、または窓口で受付します。

※月１回の合同練習があります。 
　詳しい内容はハートピア春江までお問合せください。

コンサート日程 ：12月23日（木）ハートピアホール 

■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　アンサンブル”クレ ド ファ”

■チケット　大人 1,000円　高校生以下 500円（全席自由・税込）

やわらかなメロディーと透明感のあ

る歌声が包むこのコンサートにぜひ、

お越しください。

三遊亭 円楽 三遊亭 好楽

三遊亭 小遊三 三笑亭 夢之助

三遊亭 円楽 三遊亭 好楽

人形劇 ゲームコーナー人形劇 ゲームコーナー

三遊亭 小遊三 三笑亭 夢之助

※未就学児のご入場はお断りします。

　この度、前ハートピア春江総合名誉館長の西畠良雄氏からの寄付

により、舞台の装飾幕や最新型の照明備品・音響備品が導入されま

した。今後、ますます利用者皆様のご要望に高度な舞台演出でお応

えしていきます。

　備品は準備作業を経て平成22年4月より利用することができます。

どうぞご期待ください。

（詳細につきましてはハートピア春江までご連絡ください）

ハートピア春江に 
新しい備品が導入されました！ 
ハートピア春江に 
新しい備品が導入されました！ 
ハートピア春江に 
新しい備品が導入されました！ 

主な導入機器

・舞台装飾幕（ジョーゼット）  ・舞台照明用カラーチェンジャー

・デジタル音響調整卓　他


