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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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　4月より坂井市春江文化振興事業団と坂井市三国

町文化振興事業団が合併する予定になっています。

合併後には今まで以上にお客様へのサービス向上を

目指して努力し、このスポットライトエクスプレス

もさらに充実した内容で情報提供をお送りしたいと

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/

　新生メンバーズ会員制度が誕生！ハートピア春江＆みくに文化未来館両方で利用

できてお得で使いやすくなりました。この機会にぜひ、ご入会下さい。

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致します

特典 特典 
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募集要項

定　　員：400名（両館合わせて）

年  会  費：1,500円　　入会資格：18歳以上

有効期限：平成21年4月〜平成22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下さい。

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

地域住民のためのコンサート

「NHK交響楽団トップメンバーによる
　　　　　　　　 金管五重奏団」
４月26日（日）　開演：午後3時
　　　　　　　　　 詳細は４ページ

人形劇団とんと公演2009

５月６日（日） 開演：①午前10時30分  ②午後2時
　詳細は４ページ

◇3びきのやぎのがらがらどん〜
◇いきてるかい！ （2本立て）

宝くじ文化公演

「レニングラードバレエ」
７月29日（日）　開演：**時 
　　　　　　詳細はハートピア春江まで

アニソンBIG3 コンサート
８月９日（日）　開演：午後2時
　　　　　　詳細はハートピア春江まで

MAFF 特別公演
「ここだけの話」

4月25日（土）　開演：午後7時
　  26日（日）　開演：午後2時
　　　　　　　　　　　詳細は２ページ

海援隊トーク＆ライブ2009

5月31日（日）　開演：午後5時
　　　　　　　　　　　詳細は２ページ

おもっしぇ・ザ・寄席

三遊亭小遊三と春風亭昇太
6月21日（日）　開演：午後1時30分
　　　　　　　　　　　詳細は３ページ

藤原道山コンサート
7月12日（日）　詳細未定
　　　　　　　　　　　詳細は３ページ



平成21年度坂井市民文化創造企画支援事業募集

　21年度も市民の皆さまの企画を募集します。あなたの舞台

企画を実現するためにみくに文化未来館が支援するものです。

音楽コンサートや演劇など、仲間を募って、自分たちがやって

みたい舞台を企画してみませんか?

【対象】 坂井市に在住もしくは勤務するもの５人以上で組織される

　　　 実行委員会

【対象事業】 みくに文化未来館を会場とするプロによる舞台芸術

《過去の事例》

　・落語独演会・寄席　・ダンス公演　・演劇公演

　・ジャズ・クラシック・ゴスペル・ロックなどの音楽コンサート　等

【助成金額】　経費のうち上演料の50％(上限40万円)まで

《上演料に含まれる対象経費》

出演料・出演者一行の交通費・同じく宿泊経費・同じく食費・舞台費・音

響費・照明費・機材費・機材運搬費その他舞台制作に直接必要な経費

【募集期間】 平成21年３月１日から３月31日まで

【審査決定】 4月末までに決定後、申請者に通知いたします

※企画開催日は平成22年3月31日までに実施とします

【問い合わせ】　みくに文化未来館　TEL 0776-82-7200

（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。

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

《お問い合わせ・お申込み》みくに文化未来館 TEL 0776-82-7200

ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集

坂井市民文化創造企画支援事業

音　楽 好評発売中！

音　楽7月12日（日） 発売日未定

アンサンブル “クレ ド ファ” 
2nd Concert ～春風の誘い～ 

■開　演　午後2時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出演者　ソプラノ・小原奈保美　ピアノ・高橋則枝

　　　　　フルート・大道幸枝　　ハープ・山本真美

■チケット　一般 2,000円　高校生以下 1,000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，バードランド

ピアノ・ソプラノ・ハープ・フルートの4

人によるアンサンブルコンサートです。本格

的なクラシックから親しみやすい童謡・唱歌

をアレンジしたものまで、幅広くお楽しみい

ただきます。トークを交えた楽しいクラシッ

ク音楽を、あなたも聴いてみませんか？

　未来館ではホールボランティアを募集しております。

やってみたいと思われる方はお気軽にお電話ください。

映　画3月14日（土） 2月15日(日)発売

藤原道山コンサート 

音　楽4月4日（土） 3月8日(日)発売

※未就学児のご入場はお断りします。

旧森田銀行本店サロンコンサート 

「今川  節」心のうたを…春 

■開　演　午後7時

■会　場　旧森田銀行本店

■出演者　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（3月1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

「今川節」心のうたを…４回シリーズ第

二弾は、春をテーマにお送りします。今回は、

どんな曲、どんなエピソードが聞けるでしょ

うか？

2月21日（土）

※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下さい（有料・要予約）

演　劇4月25日（土）・26日（日） 3月8日(日)発売

みくに文化未来館演劇教室MAFF特別公演 
高橋いさを脚本 「ここだけの話」 

映画上映会 
 「ワンピース THE MOVIE」 

エピソード・オブ・チョッパー+  冬に咲く、奇跡の桜 

■開　演　4月25日(土) 午後7時・26日(日) 午後2時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出　演　みくに文化未来館演劇教室MAFF

■チケット　500円（全席自由・税込み）

※さかいホールメンバーズは450円（3月1日先行発売）

■プレイガイド　みくに文化未来館，イーザ，ハートピア春江

　　　　　　 HAIRCONCEPT iio

※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下さい（有料・要予約）

音　楽5月31日(日) 4月10日（金）発売

海援隊　トーク＆ライブ2009

■開　演　午後5時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出演者　海援隊（武田鉄矢、中牟田俊男、千葉和臣）

■チケット　4,500円（全席指定・税込み）当日500円増

※さかいホールメンバーズは4,100円（3月29日先行発売）

■プレイガイド　みくに文化未来館，イーザ，ハートピア春江

　　　　　　 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下さい（有料・要予約）

津軽三味線ユニットあんみ通 with 仲林利恵 

ほほえみライブinみくに 
春一番・元気一番・あんみ通 

■開　演　午後7時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出演者　あんみ通（三味線、うた）　ゲスト：仲林利恵（箏、笛）

■チケット　2,500円 （全席自由・税込み）当日500円増

　　　　　　※ホールフレンド20年度会員は2,300円 

■プレイガイド　みくに文化未来館，イーザ，ハートピア春江

　　　　　　 ベル，松木屋日之出店，えちぜん鉄道有人駅

■開　演　午前10時30分・午後2時　2回上映

■会　場　みくに文化未来館ホール

■チケット　800円（全席自由・税込み）

■プレイガイド　みくに文化未来館，イーザ

音　楽3月20日（金） 好評発売中！

「あんみ通」っておかしな名前ですよね。でも2人は津軽三味線

の大会で次々と入賞を果たした安仲由佳と金田一公美の実力派ユニッ

トです。今回は特に、笛や箏・十七絃をこなす仲林利恵とのコラボ

で聞き逃したら損ですよ。さあ津軽をきいてホッコリしよう。

テレビやドラマで大活躍の武田鉄矢が率いる海援隊。「贈る言葉」

「母に捧げるバラード」は誰でも知ってますね。最近はニューアル

バム「早春賦」を発売し、精力的に全国をライブで回っています。

三国初登場！武田鉄矢の軽快なトークも楽しみです。

劇団MAFFの若手が中心となっ

て行う特別公演。今回は高橋いさ

を作「ここだけの話」に挑戦します。

あるホテルの一室に訪れた男の元

に突然飛び込んできた見ず知らず

のウェディングドレス姿の女。彼

女はいったい？偶然の出会いが織

り成す人間ドラマです。結婚とは

何か？若々しいキャストがこの難

問に挑戦します。

｢この先に幸せはあるのかな｣

寄　席6月21日（日） 4月26日(日)発売

第14回　おもっしぇ・ザ・寄席 
三遊亭小遊三　春風亭昇太　二人会 

■開　演　午後２時　　 ■会　場　みくに文化未来館ホール

■出演者　三遊亭小遊三　春風亭昇太　春風亭昇々　林家二楽

■チケット　3,500円（全席指定・税込み）当日500円増

※さかいホールメンバーズは3,200円（4月19日先行発売）

■プレイガイド　みくに文化未来館，イーザ，ハートピア春江

　　　　　　 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下さい（有料・要予約）

10歳より尺八を始め、人間国宝山本邦山に師

事。東京芸大在学中に御前演奏を務める。様々

な可能性を求め、箏、ピアノ、チェロ等とのコ

ラボレートを積極的に行うなど、ソロ以外でも

活動。これまでの共演アーティストには、坂本

龍一、ケニー・Ｇ、野村萬斎など多岐にわたる。

既成の尺八イメージを変える自由な発想で、原

点とオリジナリティーを追求しながらもジャン

ルを超えた音楽活動を展開している。「藤原道

山」ならではの尺八サウンドあなたも聞いてみませんか？

今年で14回目を迎えるおなじ

みの「おもっしぇ・ザ・寄席」昨

年に引き続き笑点メンバーが登場！

水色の着物を着た伊達男・三遊亭

小遊三と”ブラック団”メンバー

「カミカミ王子」で有名な春風亭

昇太がやってきます。今回も爆笑

の嵐となってホールを揺るがすでしょう。二楽の紙切り芸も見もの。

売り切れ必至、チケットのご購入はお早めにどうぞ。

写真は昨年の公演「11ぴきのネコ」写真は昨年の公演「11ぴきのネコ」

｢泣くな、おまえはひとりじゃない―｣

第32回日本アカデミー賞優秀アニメー

ション作品賞受賞作品、三国に登場！

原作は単行本50巻を越えてもなお

衰えぬ面白さで、総発行部数1億５千

万部突破をしている大人気少年漫画

「ONE PIECE｣！数ある原作エピソー

ドの中でも特に「泣ける」と絶賛され

る“冬島・チョッパー編”をオリジナ

ルエピソード満載で映画化したもので、

原作を知っている・知らないに関わら

ず楽しめます。青っ鼻の泣き虫トナカイ「チョッパー」が出会う本

当の勇気、本当の仲間。人と人との「絆」を再確認させられる作品

です。笑いあり、涙あり、感動あり、見た後は心があたたかく幸せ

な思いでいっぱいになります。大人も子どもも楽しめるこの作品、

ぜひ親子でご覧下さい！
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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

中島啓江合唱団参加者募集！

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

■開　演　①午後2時　②午後５時

■会　場　ハートピアホール

■出　演　笑い飯、たむらけんじ、千鳥、藤崎マーケット

　　　　　アジアン、大西ライオン

■チケット　3,500円（指定席・税込み）

■開　演　午後2時

■会　場　ハートピアホール

■出　演　叶高、山口とも

■チケット　大　人　　 1,200円

　　　　　　中学生以下　600円

　　　　　　親　子　　 1,500円（自由席・税込み）

お笑い 好評発売中！

爆笑！吉本若手お笑いライブ 
in ハートピア春江 

吉本所属の若手芸人が

大集合！キレのある漫才

をはじめ、多彩な芸人が

繰り出す笑いのトルネー

ドが皆様をお待ちしてい

ます。テレビとは一味違

う生の笑撃をお楽しみ下

さい。

コーラスグループ“ サーカス” の叶高と廃材楽器で知

られる山口ともが、愉快で楽しいコンサートを開催します。

楽器を使ってリズムを取ったり、音楽に合わせて踊った

りと、親子一緒に楽しめるプログラムが満載。どうぞ、

ご期待下さい。

　　　　　　　　　　　 ■開　演　午後2時

　　　　　　　　　　　 ■会　場　ハートピアホール

■出　演　関山幸弘・井川明彦（トランペット）

　　　　　今井仁志（ホルン）、池上　亘（トロンボーン）

　　　　　池田幸広（チューバ）

■チケット　大人  1,000円　高校生以下 500円（自由席・税込み）

音　楽

ハートピア春の美術展 

春のはーとぴあきっずスペシャル 

ともともともだち  タンタンタ～ン 
－ガラクタ音楽会ー 

三井住友海上文化財団派遣コンサート 

「NHK交響楽団トップメンバーによる金管五重奏団」 

■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　1,000円〜2,000円（作品サイズにより異なります）

■受付期間　3月8日(日)〜4月5日(日)

■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】

■開　演　午後６時30分　　■会　場　小ホール

■チケット　無料（自由席）  ※但し、整理券が必要になります。

　　　　　　整理券配布：ハートピア春江、春江南公民館

　　　　　　　　　　　  春江中央公民館　他

　　　　　　お問い合せ：TEL 58-0033  木川

開催日： 6月7日（日） 午前10時～ 
会　場： 展示ホール 

※未就学児のご入場はお断りします。

※但し、14日(火)は休館日になります。

3月15日（日）

音　楽 好評発売中！3月29日（日）

4月26日（日）

3月8日（日）

ハートピア春江協力事業

ハートピア春江共催事業

4月5日（日）

美　術 入場無料4月11日（土）～4月19日（日）

山口とも山口とも

笑い飯笑い飯

叶　高叶　高

この春、ハートピア春江では、芸術の発展をテーマとして美術展

を開催します。芸術の秋とはよく聞きますが、温かな季節である春

ならではの感性が、今までとは違った芸術の味わいを抱かせてくれ

るのではないでしょうか。新しい春の訪れをぜひ、この美術展で感

じてみて下さい。

N H K 交響楽団が贈る至極のコン

サート。大切な人と過ごす時間にク

ラシックはいかがでしょうか。

■開　演　①午前10時30分　②午後２時

■会　場　小ホール

■出　演　人形劇団とんと

■チケット　1,000円（自由席・税込み）

人形劇 3月1日（日）発売

3月1日（日）発売

人形劇団とんと公演2009

「絹　扇」 

■開　演　午後2時　　■会　場　ハートピアホール

■チケット　無料（自由席） ※但し、整理券が必要になります。

　　　　　　お問い合せ：TEL 51-8800  ハートピア春江

坂井ウインドファミリー  結成記念コンサート 

5月6日（水・祝）

温かみのある人形が織り成す心打つ物語が、

自然な笑顔と感動を与えてくれます。やさし

く楽しい人形たちに会いに来て下さい。

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。サイズ等不明な点が

ありましたら、ハートピア春江までお問合せ下さい。

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。 

●宝くじ文化公演　桂 三枝 独演会
　三枝さんの話芸に笑いすぎ涙まで出てしまいまし

た。楽しい楽しい時間はあっという間に終わりまし

た。三枝さん、スタッフの皆さん、ありがとうござ

いました。　　　　　　　　　（福井市・Ｕ氏・男性）

 
●中島啓江 コンサート

　迫力ある中島さんの歌声に感動。母と娘と姪の３

人で、コンサートの合唱団として参加させていただ

いたこともあり、本当に良い記念になりました。

（坂井市・Ｉ氏・女性）

　「みんな元気でありがとう」と書かれた中島啓江

さんの色紙は、コンサートでの感動を思い出させ、

元気と勇気を与えてくれます。（坂井市・Y氏・女性）

ボランティアスタッフ募集
ハートピア春江

ボランティアスタッフ募集
ハートピア春江

　ハートピア春江では、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

でも大歓迎。一緒にハートピア春江を盛り上げて

いきましょう。

◆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

　 …舞台・照明・音響の技術スタッフ

◆きっずボランティア

　 …小さい子対象の人形劇や催し物の企画やお手伝い

中島啓江合唱団参加者募集！
定　　員：100名（定員になり次第締め切り）

募集期間：３月1日(日)〜4月27日(月)

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、または窓口で受け付け

※月１回の合同練習があります

コンサート日程：12月23日（水）  ハートピアホール 

出展者 
募  集 

プログラム
 ◇3びきのやぎのがらがらどん

　　　　　 ◇いきてるかい！

入場無料 
人形劇・紙芝居・絵本の読み聞かせ
遊びコーナー など

原作：津村節子 
主催：春江大好きプロジェクト 

※本コンサートは（財）三井住友海上文化財団の助成により低料金に設定しております。

ハートピア春江臨時職員募集 ハートピア春江臨時職員募集 ■募集人数　技術職１名、事務職１名 
《技術職》

　職　種：ホール運営業務（照明・音響・舞台等）

　資　格：出来れば、ホール運営業務の経験のある方

　賃金等：月額137,900円（賞与、通勤手当有り）

《事務職》

　職　種： 貸館事務、チケット販売管理、庶務　　

　資　格： パソコン操作、経理等の経験のある方　　

　賃金等：月額135,600円（賞与、通勤手当有り）

勤務時間：週５日間、原則8：30〜17：30（休日は変則）

採用期間：平成21年４月１日〜平成22年３月31日

募集期間：平成21年２月23日まで

手 続 き：履歴書を提出

試 験 等：申込者に個別通知

■申込み・問合せ先　ハートピア春江　TEL 51-8800

坂井ウインドファミリー・プロフィール

2008年６月に発足会を行い、同年９月から活動開始。メン

バーは10代後半から20代前半を中心とし、“地域に根ざした

活動をしたい” “地域の音楽文化に貢献したい”という想いを

強く持ち、地域の皆様に愛されるバンドを目指している。


