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登録有形文化財

vol.7 は
11月・12月・1月・2月分

を中心に
お届けします

スポットライトエクスプレス 

賈鵬芳  ジャー・パンファン  Jia Pengfang
中国黒龍江省出身。二胡奏者。

群を抜く音色の強さと表現力は多方面で注目され、さまざまなジャンルの

アルバム制作やコンサート、映画（ 「L O V E R S」）、テレビ（ N H K「故

宮」・「トップランナー」出演）、ＣＭ音楽（ＪＲ東海・富士ゼロックス）など

に参加。自身のソロコンサートも全国で行うようになる。こうした多様な

ジャンルのミュージシャンとのコラボレーションによって、中国伝統音楽

の枠に留まらない独自の音楽性をますます進化させている。

中島啓江ハートピア合唱団
平成20年5月発足。総勢140名。

文化施設であるハートピア春江が、もっと多くの方に文化に触

れてもらおうと文化事業を企画。その考えに賛同して頂いた中

島さんにより合唱団を発案、そのご協力により中島啓江ハート

ピア合唱団を結成。一般の方々により編成され、年齢も様々で

はあるが、その結束力は強く、パワフルな合唱が期待できる。

中島 啓江 ハートピアコンサートVol.4

編 集 後 記編 集 後 記

施設のご案内 

みくに文化未来館 旧森田銀行本店 
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休 館 日 の お 知 ら せ

　一昨年は「お地蔵さま」、昨年は「ヲホド皇子」と子供

たちが元気に演じるミュージカル。今年は「イルカのラボちゃ

ん」です。11年前三国の海で起きた、ナホトカ号重油流出

事故を覚えていますか？その時、水族館で起きた前例のな

い命がけの子供イルカの救出劇。その感動のドラマをメル

ヘンチックなミュージカルとしました。子供たちのイキイ

キとした姿をぜひご覧ください。

12月13日(土) 開演:午後6時30分 
14日(日) 開演:午後2時 

公演日

12月23日(火・祝) 開演:午後2時 公演日

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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　先日坂井市文化祭が催され、多彩な文化芸能に触

れることができ、作品部門・芸能部門の双方に達成

感と喜びが感じられました。その瞬間のイメージや

目に入ってくる情報が、創造へのヒントになってい

ると思うと、この情報誌もその手助けになるよう、

努力していきたいと思います。

子どもミュージカル

「イルカのラボちゃん」

詳細は 4 ページに掲載しています

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/

原作：すずきたかし　演出：岡田利雄 

■会　場　ハートピアホール 
■チケット　大人 3,000円　中学生以下 1,500円 
　　　　　  （全席指定・税込み）

ゲスト紹介
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はーとぴあきっず企画はーとぴあきっず企画はーとぴあきっず企画はーとぴあきっず企画

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。 

●ＴＯＳＨＩコンサート

　まさか、自分に当たるとは、夢にも思いませんでした。

中学生の頃から好きなグループの一員だったので、かなり

感激で胸がいっぱいです。またＴＯＳＨＩさんに福井に何

回も来てコンサートをやってほしいと思います。

（鯖江市・Ｙ氏・男性）

　　素敵なコンサートをありがとうございました。お笑いの

ライブ等は見に行ったことがありましたが、コンサート初

体験の私にとっては、夢のような時間でした。感動をあり

がとうございました。　　　　　     （坂井市・Ｋ氏・女性）

●ハートピア太鼓コンサート 
　鼓響2008

　当選したという通知をみたときは大変驚き、

喜びをかくせませんでした。和太鼓をやって

いる者の一人として和太鼓の演奏はすばらし

いものでした。そして、目標とする方々となっ

たので、色紙は私にとってパワーをもらえる

大切なものになりました。

　どうもありがとうございます。

(あわら市・Ｈ氏・女性）

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3時　②午後6時30分

■会　場　ハートピアホール

■出　演　池乃めだか、チャーリー浜、内場勝則

　　　　　末成由美　ほか

■チケット　大　人 　　3,500円

　　　　　　高校生以下 2,000円（全席指定・税込み）

お笑い 好評発売中！１月18日（日）

初笑い2009　吉本新喜劇 

新春の初笑いは、吉本新喜劇を開催します。池乃めだ

かをはじめ、多彩な顔ぶれが舞台上で大暴れ。

日常の風景を笑いというスパイスで彩りながら、あた

たかい人情が感動を誘います。皆様の心に明るい笑顔と

元気を与えてくれる吉本ワールドにご期待下さい。

　今回の公演では、なんと一般参加者を大募集。“人を笑

わせたい”“芝居を体験してみたい”“吉本のみんなに会っ

てみたい”と理由は何でもＯＫです。

　吉本のベテラン陣のサポートを受けて、あなたの熱い

想いを本番の舞台にぶつけてみませんか？

　これが吉本入りのきっかけになるかも…？

■開　演　午後7時

■会　場　ハートピアホール

■出　演　宮川彬良、新日本フィルハーモニー交響楽団

■チケット　大　人　 　5,000円

　　　　　　高校生以下 3,000円（全席指定・税込み）

音　楽２月16日（月）

コンチェルタンテⅡ
宮川彬良 VS 新日本フィルハーモニー交響楽団 

11月30日（日）発売

ミュージカル 11月16日（日）発売２月8日（日）

劇団四季ファミリーミュージカル 
「人間になりたがった猫」 

宝くじ文化公演　桂  三枝 独演会 

■開　演　午後6時

■会　場　ハートピアホール

■出　演　劇団四季

■チケット　大　人　　 4,200円

　　　　　　中学生以下 2,800円（全席指定・税込み）

■日 時　1月18日（日）　■開 演　午後３時

ダンスタンの森に住む

ライオネルは人間に憧れ

る言葉を喋る猫。飼い主

の魔法使いを怒らせてし

まい、魔法で人間に変え

られてしまいます。憧れ

の人間になれたからもう

大喜び。一目散に街へと

向かいます。さあ、いっ

たい何が待っているのでしょう。

歌やダンスにワクワクしながら、人間のあたたかさや

大切な物を思い出させてくれるこの舞台にご期待下さい。

活動風
景

活動風
景

日時：１１月２９日（土） 午前１０時～ 
会場： 展示ホール 

楽しいお話やおもちゃ
交換会などを予定して
います。

次回開催予
定

クリスマスの
はーとぴあきっず

2009年2009年

2009年

新日本フィルハー

モニー交響楽団の

コンサートをハー

トピア春江で開催。

指揮は、世界的

に有名な宮川彬良

を迎え、クラシッ

クの真髄を大いに

堪能させてくれます。会場を包み込む臨場感溢れるサウ

ンドに酔いしれてみてはいかがでしょうか。

どうぞ、ご期待下さい。

　11 月 29日（土）10：00 から開催の「はーとぴあきっず」でおもちゃ

の交換会をいたします。ご家庭でいらなくなったおもちゃはあり

ませんか？子供達のために、是非ご協力下さい。

今回は前半お話３本立て、

後半はみんなで楽しく出来

る工作を開催しました。

お話は、何だろうな？？

といった子ども達に答えて

もらう当てっこ紙芝居や、

バルーンを使った立体的な

紙芝居を上演しました。

バルーンがでてくると、

子ども達は大はしゃぎで楽しそうにお話を聞いていました。

後半の工作は、紙飛行機作りとドングリを使ったネームプレート

作り。外に出て、早速作った紙飛行機を飛ばしてみたら、結構難し

いみたいで、遠くまで飛ばすのに一生懸命考えていました。自分で

作る楽しみや喜びを十分味わってもらえたかなと思います。

受付期間：11月10日（月）〜11月29日（土）当日まで

受付場所：ハートピア春江管理事務所

※痛みのひどいもの・補修が必要なものは受付できません。
　ご了承下さい。

いらなくなったおもちゃをお譲り下さい

詳しいお問合せはハートピア春江まで

お
も
ち
ゃ
の
受
付

■条　　件　経験・年齢・性別問わず

■参 加 費　無料

■募集人数　６人〜10人（定員になり次第締め切り）

■応募方法　ハートピア春江に電話で申し込み後、

　　　　　　簡単な履歴書（住所・氏名・電話番号・

　　　　　　写真付自己アピール文）をハートピア春

　　　　　　江まで送付して下さい。

◇当日本番２〜３時間前に簡単なリハーサルがあります。
　出演はお昼の部・夜の部両方になりますが、都合の悪い方はご相

談下さい。
　また、詳しい内容はハートピア春江までお問合せ下さい。

好評につきチケットは完売致しました。 
ありがとうございました。 

初笑い2009  吉本新喜劇プレゼンツ 

地元住民出演者大募集 
おらも新喜劇にでたいんやって！ 



（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。

当選おめでとう！当選おめでとう！

●第13回おもっしぇ・ザ・寄席　三遊亭楽太郎　林家たい平　二人会
　この年になって、抽選に当選した事は「いつ以来だろう」と思っても思い出せません。久々の感

激ありがとうございました。楽太郎師匠・たい平師匠は大ファンです。（坂井市春江町　H・Hさん）

　なかなか手に入れられない色紙をいただきまして、とても嬉しいです。一生の思い出になりまし

た、ありがとうございました。二人とも良かったですが、特にたい平さんが面白かったです。次回

も楽しみにしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（坂井市三国町　K・Tさん）

ご協力ありがとうございました

あらすじ

駐車場について

障害者等用駐車場利用者へのご配慮について

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

　未来館などには、障害のある方が容易に車を駐車できるよう障害者

等用駐車場が設けられています。障害者等用駐車場は車いすのドライ

バーがドアを全開にして乗降できるように、通常の駐車場よりも広い

スペースが取られています。

　障害のない方の駐車によって、障害のある方の車が利用できないこ

とがないよう、障害者等用駐車場への、一般の方の駐車は、短時間と

いえどもご遠慮くださいますよう協力をお願いします。

●ホールボランティア
《活動内容》

　自主事業開催時の催事運営業務 (受付・場内案内・場内アナウンス等)

例えば、催事を行う際…

・チケットのもぎりやパンフレットの受け渡し

・お客様に対しての会場案内　・ホール内でのアナウンス

などなど、お客様への各種対応を行っていただきます。

《応募資格》

20 歳以上 ( 高校生不可 ) で、文化活動に興味がある方。

自力でみくに文化未来館まで来館できる方。経験は問いません。

《お問い合わせ・お申込み》

みくに文化未来館  TEL (0776) 82-7200  FAX (0776) 81-4323

　　　　　　　　 MA IL miraikan@sakai-bunka.jp

もしくはみくに文化未来館窓口まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

演　劇12月13日(土）・14日(日)

ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集

好評発売中！大野五箇   カドハラの風景 
－ジオラマとわらべ人形－ 

■開館時間　午前9時〜午後5時（12月15日休館）

■会　場　旧森田銀行本店

入場無料展　示12月9日（火）～12月21日（日）

坂井市民文化創造企画支援事業

音　楽 12月24日（水）発売

音　楽12月7日（日） 好評発売中！

アンサンブル “クレドファ”演奏会 

■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

■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

楽しみいただけます。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？

大野市の五箇地区の勝原には、

九頭竜川の清流が流れています。

その流れは福井平野を通り、そし

て河口である三国町にたどりつき

ます。山々が連なり、越美北線が

走り、自然に囲まれた山村には、

私たちの忘れてしまった原風景が

広がっています。その地区に暮ら

す人たちが作ったジオラマとわら

べ人形を展示します。ぜひご覧く

ださい。

20年度ホールフレンド会員募集中！!

財団主催の公演のチケットを、一般発売の1週間前
に購入できます。 

特典 特典 

1
特典 特典 

2
特典 特典 

3

　ホールフレンドは、年度ごとの更新となっており

ます。募集数残りわずかとなっております。お早めに、

みくに文化未来館までお申し込み下さい。

限定200名様 

受付中 

年 会 費　600円　　会員資格　満18歳以上の方 

募集人数　200名様（定員になりしだい締め切ります） 

ボランティアスタッフ募集のお知らせ
　今年から未来館でもホールボランティアを募集しています。

引き続き募集しておりますので、やってみたいと思われる方は、

お気軽にお電話ください。

■共　催　(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）

ダンス11月15日（土）・16日（日）

■開　演　11月15日（土）　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

■プレイガイド　みくに文化未来館，ハートピア春江，イーザ

ダンス公演  コンテンポラリーダンス公演 
コンテンポラリーダンス…聞き慣れない言葉かと思いますが、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。今回、そのプロアーティスト

が三国町に初登場！ダンス公演とワークショップを開催します。普

段見ることが出来ないダンスを是非体感してください。

平成20年度公共ホール現代ダンス活性化事業 

おめと、うらと、セレノと。 
～あなたと私とセレノグラフィカと～ 

コンテンポラリーダンス公演＆ワークショップ 

好評発売中！

Se lenography（月面地理学）＋ica で「月究学派」の意。97 年隅地

と阿比留によって結成。何気ない動作を身体操作の観点で捉え直し、

多様な解釈を誘発する作風による数多くのデュエット作品を発表。04

年よりメンバーに照明家の岩村原太が参加し、近年は幅広いジャンル

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。国内外で作品を上演している。06 年には、リヨン・ダンスビ

エンナーレ（仏）、パリ日本文化会館（仏）、ダンスアンブレラ（英）から

の招聘を受けてツアーを行い、「物語から抜け出した老いた子供」（ル・

モンド紙）「an unusual use of the body」（ロンドン・バレエマガジン

紙）などと評される。07 年には釜山インターナショナルサマーダンス

フェスティバル（韓国）にも招聘され、満座を笑いの渦に巻き込んだ。

また、年齢や経験に関わりなくダンスに親しむことのできるナビゲー

トによって、アウトリーチ活動にも意欲的に取り組んでいる。

セレノグラフィカ

プロフィール

親子ワークショップ

■日　時　11月16日（日）　午前10時30分〜正午12時

■参加費　1,000円　15組限定（3歳以上のお子様と大人のペア対象）

■会場・問合先　みくに文化未来館 TEL 82-7200

ワークショップ  コンテンポラリーダンスワークショップ 
親子ワークショップの参加者を募集しています！コンテンポラリー

ダンスを是非体感してください！「あ、自分の体ってこんな風にも

動くんだ」というちょっとした発見、セレノグラフィカがあなたと

一緒に見つけます。楽しく体を動かしましょう。

親子ワークショップは、お子さんたちに安全かつ楽しく体で遊ん

でもらいたい！という思いから生まれました。親子で、おじいちゃ

んおばあちゃんと孫で、みんなで一緒に遊びましょう！

子供ミュージカル 「イルカのラボちゃん」 

■開　演　12月13日（土）　午後6時30分

　　　　　 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　高校生以下 600円

　　　　　　（全席自由・税込み）当日200円増

■プレイガイド　みくに文化未来館，ハートピア春江，イーザ

今年も子どもミュージカルが開催されます。今年は「イルカの

ラボちゃん」子供たちが演じる感動の物語。子どもから大人まで

楽しめる作品となっておりますので、ぜひご来場下さい。

川上  坐 撮影川上  坐 撮影

いつもにぎやかな水族館の中で、イルカの赤ちゃんが一頭、みん

なに祝福されて誕生しました。ある日のこと、海に油が浮いている

ことに気づきました。海の生き物にとって油は大敵です。そして海

の近くにある水族館にも油がせまってきて…生まれたばかりのイル

カの赤ちゃんの運命は！？

旧森田銀行本店サロンコンサート 

「今川節」心のうたを…冬 

■開　演　午後7時

■会　場　旧森田銀行本店

■出演者　うた：小原奈保美・玉谷七重・定池公恵

　　　　　伴奏：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

■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･･･2回目とな

る今回は、三国町にまつわる作詞家の

詩による作品や、冬をテーマにした曲

を中心に、皆さまにお楽しみいただき

たいと思います。さらに前回同様に今

回も、今川節にまつわるエピソードを

お聞きいただけます。気軽に足をお運

びください

ジオラマ製作：横田 恭吾

わらべ人形製作：林 沙代子

　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。 

チケットを約1割引で１公演
につき２枚まで購入できます。 

お得な情報をいち
早くお送りします。 

2月21日（土）
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