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8月5日(水) 開演:午後7時 公演日
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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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　梅雨の時期が近づく中、社会情勢も暗い話題が多

くを占めています。その中で、この情報誌が明るい

話題の一端を担う物になればと、様々な公演を企画

しています。蕾のように小さな事ではありますが、

綺麗な花へと開花できるよう頑張っていきたいと思

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/

河村  隆一 Tour  2009  "P i ano "

〜色褪せる事のない旋律〜

プロフィール

プロフィール

1990年代を代表するビジュアル系バンド、LUNA SEAのヴォーカルとして世に知られる。1996年

LUNA SEAの活動休止後、97年シングル「I love you」でソロ活動をスタートする。CM出演や小説の

出版、他アーティストへの曲をプロデュースするなどの活動の一方、2ndシングル「Glass」は100万

枚以上のセールスを、オリジナルアルバム「Love」は300万枚以上のセールスを記録した。礼儀正し

い振る舞いとナルシスティックなキャラクター、またバラエティーやドラマでの活躍によりお茶の間

の人気者になる。ソロでの大躍進の裏でバンド復帰をいぶかしむ声もあったが、1997年12月にLUNA 

SEAとして活動を再開する。爆発的な人気を保ちながら、惜しまれつつも2000年12月をもってLUNA 

SEAは解散に至る。その後もソロアーティストとして多方面での活躍見せる。

10 才より尺八を始める。人間国宝・山本邦山に師事。

東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業。及び同大学院音楽研究科修了。在学中、安宅賞を受ける。

桃華楽堂において御前演奏（宮内庁主催）。NHK 邦楽オーディション合格。

1999 年東京紀尾井小ホールにて古典を中心とした「藤原道山尺八演奏會」を開催。江戸川区文化功績賞を受賞。

コロムビアエンタテインメント ( 株 ) よりＣＤアルバム「ＵＴＡ」,「yume」( 一ノ瀬響プロデュース ),「EAST CURRENT」,

「空 -ku-」( 千住明プロデュース ),「壱」( 古典アルバム ),「かざうた」( 武部聡志プロデュース ),「響 -kyo-」( 冨田勲プ

ロデュース )、「故郷〜日本の四季」をリリース。2004 年よりホリプロの所属となり、さらに活動の幅を広げる。

古川展生 ( チェロ )、妹尾武 ( ピアノ ) とともにユニット「古武道」を結成。2007 年に 1st アルバム「KOBUDO- 古武

道 -」, 翌 2008 年に 2nd アルバム「風の都」制作・コンサートツアーを行う。2006 年封切の映画「武士の一分」( 山

田洋次監督 / 冨田勲音楽 ) ではゲストミュージシャンとして参加。「錦繍」( 宮本輝原作 / ジョン・ケアード演出 )、「天

切り松」( 浅田次郎原作 / 中嶋しゅう演出 )、「敦」( 中島敦原作 / 野村萬斎演出 ) などの舞台音楽も手がける。

現在、様々な可能性を求め、様々な楽器とのコラボレートを積極的に行うなどソロ以外にも活動。これまでに坂本龍

一、ケニー・G、冨田勲、野村萬斎、カールジェンキンス & アディエマス、ジョン・ケアード ( 演出家 )、ウィーンフィ

ルメンバーなど各界の頂点を極めているアーティストとの共演も実現させる。既成の尺八のイメージを変える自由な

発想で、アルバム制作や、コンサート (「古武道」「古典ライブ」「ソロコンサート」「現代音楽コンサート」等 ) を計

画。原点とオリジナリティを追求しながらもジャンルを超えた音楽活動を展開。都山流尺八楽会大師範。都山流邦山

会、竹の会、日本三曲協会、江戸川邦楽邦舞の会会員。胡弓の会「韻」、「曠の会」同人。ホリプロ所属。

詳細は 2 ページに掲載しています

7月12日(日) 開演:午後3時30分 公演日

藤原 道山 コンサート ～ 故 郷 ～

詳細は 4 ページに掲載しています

先行発売特典 
チケット割引特典 

ポイント制特典 
情報誌発送 

■定員：400 名　　■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

■申込方法：ハートピア春江・みくに文化未来館の窓口にある申込み用紙

　　　　　　に必要事項を記載し、年会費を添えて申し込んで下さい。

詳しいお問合せは

ハートピア春江・

みくに文化未来館

にご連絡下さい。

特典特典 1
特典特典 2
特典 1
特典 2

特典特典 3
特典特典 4
特典 3
特典 4

ゲスト：SINSKE
　　　 （マリンバ）
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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

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近日発売催事情報！近日発売催事情報！近日発売催事情報！

■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　レニングラード国立バレエ

■チケット　大　人 3,000円　高校生以下 1,500円

　　　　　　（全席指定・税込み）

バレエ 残り席わずか

宝くじ文化公演 
華麗なるクラシックバレエ・ハイライト 

レニングラード国立バレエのソリストと 
サンクトペテルブルグのダンサーたち 

170 年の歴史と伝統を誇る名門劇場バレエ団が来福。宝くじ助成

による特別価格にてお贈りします。多々あるクラシックバレエのプ

ログラムの中からハイライトを次々と披露。躍動感溢れるバレエの

世界をお楽しみください。

心に響く詩と透き通るよ

うな歌声で、ファンを魅了

し続けている河村隆一のソ

ロコンサートを開催。アコー

スティックバージョンで贈

るこのコンサートは、優し

い歌声とピアノの響きが会

場を柔らかく包み込み、聴

く人の心に安らぎと爽やか

さを感じさせてくれます。

ヴォーカル河村隆一の世界

観をどうぞお見逃しなく。

河村  隆一 Tour 2009 "Piano" 
～色褪せる事のない旋律～ 

日　時　6月7日（日） 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

※未就学児のご入場はお断りします。

■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　河村　隆一

■チケット　5,250円（全席指定・税込み）

※さかいホールメンバーズは4,700円(5月10日先行発売)

■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

　　　　　　 勝木書店本店、ベル、パリオシティ

※未就学児のご入場はお断りします。

7月29日（水）

音　楽 5月17日(日)発売8月5日（水）

7月11日（土）

8月23日（日）

音　楽

音　楽

入 場 無 料

9月6日（日） 寄席

入 場 無 料

■開　演　午後2時

■チケット　無料（整理券はハートピア春江

　　　　　 窓口にあります）

■出　演　ギターアンサンブル「えるぱそ」

■客　演　高村浩二、足立由香里

■お問合せ先　ハートピア春江

■開　演　午後2時

■出　演　春江中公民館オカリーナサークル

　　　　　和田公民館オカリーナサークル

　　　　　福井生協オカリーナサークル

■チケット　無料（整理券はハートピア春江窓口にあります）

■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 

オカリーナ コンサート 

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。 

●吉本新喜劇
吉本大好き一家なので、色紙が送られてきた時は

“すごい”の連発でした。お馴染みのギャグなんだ

けど、生で見ると、これがまたおもしろい。　　

　　　　　（福井市・Ｔ氏・女性）

　まさかのまさかであり、家族全員大喜びでした。

ますます、吉本が好きになり、関心がより高まりま

した。　　　　　　　　　　　（勝山市・Ｈ氏・女性）

 
●劇団四季ファミリーミュージカル

　サイン色紙ありがとうございました。私は四季の

大ファンなので、とてもうれしいプレゼントになり

ました。　　　　　　　　　　（福井市・Ｋ氏・男性）

 
●コンチェルタンテⅡ

　まさか、自分に当たるなんて、びっくりです。す

ごくいい思い出で一生大切にします。ありがとうご

ざいました。　　　　　　　　（坂井市・Ｔ氏・男性）

ホワイエコンサートとは？

地域で活動するアマチュア演奏家の皆様に、発表・表現の楽し

さ、感動を体験していただくミニコンサート。会場は、ハートピ

ア春江のホワイエで行います。お気軽にお越し下さい。

■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　水木一郎、堀江美都子、影山ヒロノブ

■チケット　3,500円（全席指定・税込み）

※さかいホールメンバーズは3,200円（5月24日先行発売）

■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

　　　　　　 勝木書店本店、ベル、パリオシティ

■開　演　午後２時

■チケット　3,800円（全席指定・税込み）

■出　演　露の都、桂三扇、桂あやめ

　　　　　内海英華　他

音　楽 5月31日(日)発売

アニソンBIG３コンサート 2009 
in ハートピア春江 

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 

アニソン界の帝王・女王・プリンスが一堂に会すビックイベント。

持ち歌 1000 曲を超える水木一郎をはじめ、人気キャラクターの声

優でもある堀江美都子やドラゴンボールの主題歌でお馴染みの影山

ヒロノブが、歌やトークで皆様を楽しませてくれます。懐かしい思

い出や、アニメの世界を存分に味わって下さい。

林家三平襲名披露公演を開催。

出演は、林家三平・林家正蔵・林家た

い平など。

落語あり、三味線合奏ありなど、上方

落語協会女性部による大日寄席。

アンサンブル、独奏、重奏などア

ンサンブルギターによる多彩な音色

をお楽しみ下さい。

しっとりと響く音色、柔らかい歌

声にも感じられるオカリーナの演奏

をお楽しみください。

劇団東少  ミュージカル 「シンデレラ」 

※3歳未満のご入場はお断りします。

※託児室あります／有料1,000円/１名　定員６名

7月15日までに申込み。定員になり次第締切。

■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

　(6月7日先行発売)

■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

　　　　　　 勝木書店本店、ベル、パリオシティ

ワークショップ　8月30日(日)  午前10時〜午後12時

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。

8月9日（日）

演　劇 6月14日(日)発売8月30日（日）

手作りのかわいらしい人

形を使った人形劇を開催し

ます。たくさんのキャラク

ターの熱演を見に来てくだ

さいね。

6月20日（土）発売9月22日（火）寄席 6月28日（日）発売10月3日（土）音楽 7月4日（土）発売

林家三平襲名披露 上方笑女隊 

■開　演　午後７時

■チケット　6,800円（全席指定・税込み）

シング・ライク・トーキングのボーカ

リスト佐藤竹善とピアニスト塩谷哲との

デュオユニットコンサート。

SALT&SUGAR 
コンサート 

涙と笑いを織り交ぜながら、

感動の舞台を創り上げる劇団東

少が贈るミュージカル「シンデ

レラ」。大人から子供まで楽しめ

るグリム童話を代表するこの作

品は、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る物語です。

親子一緒に感動のステージをお楽しみ下さい。

※3歳未満のご入場はお断りします。

※開演時間・チケット料金に関しては、
　ハートピア春江までお問合せ下さい。

みんな
見に来てね!

みんな
見に来てね!



海援隊　トーク＆ライブ2009

藤 原  道 山 尺八ソロライブ 
「尺八、その無限なるもの」 

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 

（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

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7月12日（日） 5月24日（日）発売

寄　席6月21日（日） 好評発売中！

音　楽5月31日（日） 好評発売中！

　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。

《お問合せ・お申込み》

みくに文化未来館 TEL 0776-82-7200

音　楽7月4日（土） 5月31日（日）発売イ ベ ン ト5月20日（水）

※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…夏 

■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

■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

■開催日時　5月20日（水） 午前10時〜午後1時

■撮影料金　500円　※ご予約の方が優先となります。

※ご希望により着付けも行います。先着3名様まで。

　5月19日（水）までにご予約ください。

　（別途料金がかかります）

■お問合せ先　旧森田銀行本店　TEL 0776-82-0299

「今川節」心のうたを･･･4回

シリーズ第3弾は、夏をテーマ

にお送りします。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？

お祭は昔から特別な日。綺麗な着

物を着て出かけたものです。なかな

か着物を着る機会も減ってきている

今日、今年の三国祭には、ぜひ着物

を着てお祭りに出かけてみませんか？

そこで、大正ロマンただよう旧森田

銀行本店で、おしゃれな会議室をバッ

クに写真をお撮りする1日限りのイベ

ントを行います。この機会に、ぜひ

記念の1枚を撮影してください！

■開　演　午後3時30分

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出　演　藤原道山

■チケット　3,000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2,700円（5月17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、エンタメスタイル

　　　　　　 ローソン各店舗（Lコード59905）

※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）

■開　演　午後2時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出　演　三遊亭小遊三、春風亭昇太、春風亭昇々

　　　　　林家二楽（紙切り）

■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

■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）

今年で14回目を迎えるおなしみの「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。

テレビやドラマで活躍中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」は誰でも知っていますよね。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。みくに初登場！武田鉄矢の軽快なトークも

楽しみです。残席わずか！ご購入はお早めに。

■開　演　午後5時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出　演　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

■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）

西沢  純子 大正琴コンサート 

音　楽8月9日（日） 6月14日（日）発売 西沢純子は17歳の頃から独学で大正琴を学び、「大正琴は弦

楽器」という信念のもと、新しい奏法の開発など音楽性、芸術

性の高い楽器として表現力を向上させてきました。今回は、第

1部ではヴェガを使ったアンサンブル、第2部ではあっぷるずの

伴奏による西沢純子のソロ演奏で、クラシック曲からポピュラー

音楽、演歌まで誰でも楽しめるコンサートとなるでしょう。

■開　演　午後2時

■会　場　みくに文化未来館ホール

■出　演　西沢純子、アンサンブルヴェガ

　　　　　奥下順造とあっぷるず

■チケット　2,000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1,800円（6月7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）

着物を着て  
写真を撮りませんか？ 

今一番注目されている尺

八演奏家・藤原道山のソロ

ライブを企画致しました。

道山は、人間国宝・山本

邦山に尺八を習い、芸大在

学中から注目を集めていま

した。その実力は、御前演

奏を務めた折り紙付きで、

さらに、作曲家・冨田勲に

見いだされ、映画「武士の

一分」ではゲストミュージシャ

ンとして参加。映画や舞台

の音楽や、クラシックとの

共演など、その幅の広さは

邦楽界随一です。今回、み

くにのライブでは、伝統的な尺八の古典本曲や、道山オリジナル曲、

日本唱歌、ポップス、クラシックなど、ジャンルを超えた幅広い

サウンドを、楽しいトークを交えながら、尺八１本でお届けします。
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