ひと足早いクリスマスを

今年も
開催！

Christmas
Marché
in Harmony Hall Fukui 2017
クリスマス・マルシェ in ハーモニーホールふくい

「クリスマス・マルシェ in ハーモニホールふくい」
を今年も開催！

12/2㊏3㊐
見逃せない
クリスマス
限定グルメ ！

2㊏ 14：00〜21：00
3㊐ 10：00〜14：00
入場無料

キッチントリア ージュ
シュプリー ズ

〜

4メートルのクリスマスツリーの点灯式

エントランスに美しいイルミネーションの
ツリーが浮かび上がります！

クリスマスの飾りつけをしよう！

（一部18：00まで）

15：00 〜

ワークショップなど一部有料のものもあります

WORKSHOP
大人も子どもも楽しめる
ワークショップもいっぱい！

ベジヤ ード
和珈屋

：

クリスマスツリー点灯式

クリスマス限定グッズやグルメ、
ライヴ、
ワークショップもさらに充実。
ゆったりとクリスマスの一時を過ごそう。

GOURMET

12/2㊏ 18 00

のみ
12/3

じぃーず
「人気のクリスマスバルーン」

で
2日間 ト
ッ
50セ
限定

カローレ
「ハーバリウム」

森石おまり
「こけマト」

キルトムーン
「クリスマス・ミニクッション」

タイルアート素直研究所
「タイルを使ったおうち作り」

ひろべこうき
「タイルde脳トレ」

チョークアート工房もりのこりす
「チョークアート」

パティスリー ニュアージュリーブル
グラン・シェフ クー ゼ ー
ほか

のみ
12/3

グルメは12 月号（11/25発 売）で 紹 介

chick＊chick
「マトリョーシカ」

のみ
12/3

カズマ
「ステンシル」

ボヌールヴィエント
「クリスマスリース」

SHOP

初登場のお店も。
心温まる雑貨がいっぱい！

和紙でつく
られた憎めない猫やイキモノたち

かわいいタイルアート！

森石おまり

猫たちのさまざまな表情
の作品に思わず、
くすりと
笑ってしまうユニークな作
風のおまりさん。
キノコをモチーフにした
ワークショップも開催！

！
店！
初出 み
の
12/3

ガラスのオイルランプ

タイルアート素直研究所

ワタリグラススタジオ

タイルを使った、
モザイク
タイル画や立体的なかわ
いい青い鳥、
おもわず
「か
わいい〜♪」
と言ってしま
なぜか気持ちが う木とタイルを使った「小
さいおうち」
などあり
和む作品たち

マトリョーシカと可愛い作品たち

作家さんの人柄を映し出
したような、
あたたかなフォ
ルムと色彩のオイルラン
プ。心まで温かくなる。会
話を楽しみながら、
お気に
入りを探してみよう。

無垢材にこだわったオーダーメイド家具

キラキラアクセサリーを創ろう！

chick＊chick

Daidai

カローレ

思わず
「カワイイ!!」
とつい
言ってしまう人気急上昇
中のイラストレーター＆焼
き絵作家のハヤシチエコ
さんが初出店。いろんな
カワイイ雑貨が大集合

優しい風合いのオーダー
メイドの家具の他、木製
品のコースターや鍋敷き
などの小物も揃う。また、
家具のリメイクなども手
掛けている。

今年もクリスマス・マルシェに登場。
カローレクリスマスにぴったりのアク
セサリーがいっぱい。今年は新しい
ハーバリウムのワークショップも開
催！

クリスマスリースが大人気

ほんわり、
ぬくもりのある越前焼

大人心をくすぐるような北欧の雑貨たち

ボヌールヴィエント

実生窯

ＳÖＰÖ department

北欧への雑貨愛に溢れ
たオーナー夫妻が、直接
買い付けてくる心温まる
雑貨たち。観ているだけ
で楽しい

造花のプロショップなの
でパーツの種類が豊富
で、おしゃれなリースを作
れるとワークショップは毎
年、
大好評

紅茶、
BRIOのおもちゃクリスマスグッズ

アロマハウス

！
店！
初出 み
の
12/3

ぬくもりのある作風の実
生窯・新藤聡子さんの作
品 。毎 年 進 化する新 作
の「あかりとり」
をメインに
マグカップなどもあり

オリジナルファブリック雑貨とステンシル

アイディア満載のオリジナルタイル雑貨

カズマ

紅茶の専門店のアロマ
ハウスは、紅茶はもちろ
ん、ムーミングッズなども
充 実！また、クリスマス
カードやクッキーなど、旬
のクリスマスグッズもいっ
ぱい。

ひろべこうき

自然素材の布だけを使っ
たナチュラル＆ボタニカル
なテイストの雑貨「ＫＵＲＡ
ＳＩＫＵ」が初登場！スタン
プ感覚で好きなデザインの
ファブリック雑貨が作れる
ステンシル体験もイチオシ

タイルはすべて手づくり。
点けたい電気を迷わず一
発で点けるための「スイッ
チ×タイル」や、
デニム生
地をイメージしたデニムタ
イルの表札がイチ押し!!

CHRISTMAS LIVE

12/2㊏

点灯式後〜20：30

無料

巨大クリスマスツリーを前に開催されるクリスマスライヴ！
クラシック、
ゴスペル、
ウクレレ、多彩なゲストが出演

＊L E L E S S I O N（ ウクレレ＆マリンバ ）
＊ゴ ス ペ ルクワイアクイーン（ 歌 ）
＊三 屋 風 、達 川 な つ み（フル ート）
＊近 藤 芽 衣（ ヴォーカル ）

♬

コ ン サ ー ト も 楽 し も う！

サンタの国からやってくるアンサンブル

鯖江市↓

http://www.hhf.jp

R8

「ハーモニーホールふくい」
〒918-8152
福井市今市町40 -1-1

↑丸岡町

ハーモニーホールふくいチケットセンター
TEL.0776-38-8282（10：00〜17：00）

福井県立音楽堂

ハーモニー
ホール駅

チケット発 売中

大ホール

全席指定：3,000円 車いす席：2,400円
※小〜大学生：半額

旧R8

12/ 3 ㊐

15：00開演

チケット２枚
（一般）
お買い求めの方に、
クリスマス・マルシェで
使用できる
500円クーポンを
プレゼント！

福鉄福武線

ヘルシンキ・バロック・オーケストラ

主
催：公益財団法人 福井県文化振興事業団
問い合わせ：
（株）ウララコミュニケーションズ〈企画・運営〉
TEL.0776-36-9175

