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※点字版情報誌・パンフレットも
　ご用意しています。さくらホールは地球にやさしい

活動に取り組んでいます。

保守点検日の為休館

9月18日（火）
9：00～17：00
9月19日（水）
9：00～16：00

年中無休 9：00～22：00

その後は通常営業になります。

■お問い合せ

tel.0197−61−3300
■チケット予約専用

tel.0197−61−3500

北上市文化交流センター
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P1～P4
公演案内
●That’sが～まるSHOW!
●鼓童ワン・アース・ツアー2012～伝説
●それいけ！アンパンマン　ミュージカル
●立川志の輔　独演会
●由紀さおり＆ピンク・マルティーニ
　ジャパンツアー2012
●char tour 2012
●きたかみサロン音楽会2012（3回シリーズ）
●シアターセット（２公演）
 地球の王様
 音のいない世界で
●小椋　佳「歌談の会」
P3
ピアノオープンＤＡＹ
北上市民劇場を盛り上げる会「やっぺし」
●寺子屋演っぺし
●市民劇場上映会
舞台人だいありー
●Vol.15
　バックステージツアー夏休みスペシャル
使ってみよう Art Factory
●vol.34 トレーニングルーム

P4
プレイガイド情報
チケットのお求め方法
P5
サテスタ日記
●私の青春時代！
施設紹介 あちらこちら
●vol.40 客席天井のひみつ
カフェレストランBib
●９月のBibは何かが違う！
スポンサーさんこんにちは！
●vol.32 マース北上
各スポンサーのお知らせ
イベントカレンダー
インフォメーション

立川志の輔 独演
会 

　　　　　　　
　inさくらホール

 2012

10月18日（木） 開演1
8:30

全席指定　3,
500円

※未就学児童
入場不可（予約

制託児サービス
有り）

color : Bordeaux fonce（ボルドー・フォンセ）



良質のクラシックを毎月１回リラックスして楽しむ極上の時間を
お届けします。演奏家のトークや楽器に触れるコーナーでより気軽に、
より深くクラシック音楽を楽しむことができます。

歴代の名作を連ね、新たに創る伝説。
心と体に響き渡る太鼓の音をさくらホールで！

今年もさくらホールで独演会が急遽決定！
　昨年は完売公演となった大人気公演「立川志の輔独演会」が再びさくらホール
にて開催されます。志の輔師匠の長編落語は必見の価値あり。登場人物の多さに
加えて、様々な人間模様、笑いあり、涙？あり、大人気落語家たるゆえんはこの辺り
にあるのかもしれません。芸歴30周年の特別な年でもあり、岩手で師匠の本公演が
見られるのは、さくらホールだけ！チケット購入は残りわずか、お早めに！

　アメリカで人気のジャズオーケストラ「ピンク・マルティーニ」のリーダー
のトーマス・ローダーデールが「オレゴン州のレコード店で見つけた由紀
さおりの『夜明けのスキャット』を聴いて以来、彼女の素晴らしい歌声に
魅了され、共に録音をした１９６９年の名曲のカバーアルバム「１９６９」
が全世界でロングセラーとなりました。世界的な話題を呼んでおり、ロン
ドンやニューヨークなどで行われてきた大盛況のコンサートが、ついに日
本全国ツアーの２２ヵ所で開催。東北では岩手と宮城の2カ所のみの
公演となります。プレミアムなステージを是非「生」で体験してください。

「ふれあいトリオ」公演のコンサートにかかわるお
仕事を体験したい小学校4年生～6年生を募集
します。

歌うことが好きな人集まれ！合唱団に所属してな
くても、歌うことが好きな人なら誰でも大丈夫。い
きものがかり『YELL』（二部合唱）を練習します。

ストリートでも劇場でも話題沸騰！！
世界中を沸かすエンターティメントショー！
ライブ感爆発のショーでみんなを幸せな笑顔で満たします！

日 時 平成24年10/13（土）
集　合 14:00 解散18:30（予定）
場 所 さくらホールの大ホール
参加料 無料

日 時 平成24年10/29（月）
  18:00～19:00（予定）
場 所 さくらホール中ホール
定 員 ソプラノ20名　アルト20名
参加料 無料※楽譜についてはご相談ください。
対 象 小中学生

◎お仕事の種類と内容◎
①場内アナウンス（２名）
コンサートに来場したお客様へのご案内や
お願いをアナウンスします。自分の声が大ホ
ールいっぱいに広がってドッキドキ！
②チケットテイク（２名）
お客様が持って来たチケットを確認して、ちぎ
ります。「いらっしゃいませ！」と元気に言える
かな？
③プログラム配布（２名）
コンサートで演奏される曲や演奏する人の事
が書いてある‘プログラム’を渡します。笑顔で
「どうぞ」とできるかな？

9月1日から受付開始。（先着順）
申込書を窓口またはFAXにてご提出ください。

豪華７人のキャストによる
人類再生の物語

こどもも大人も楽しめる
New Yearにお贈りする不思議な一夜のものがたり

作/金子茂樹　演出/ 若松節朗
出演/ 西村雅彦、大塚千弘、岡田義徳、浅利陽介、
 片桐仁、高橋ひとみ、永井大

作・演出/長塚圭史　振付/近藤良平
出演/近藤良平、首藤康之、長塚圭史、松たか子

西本雅彦の舞台を数多く手がけてきた
金子茂樹による壮大なストーリー。演出
は、映画、ドラマで日本を代表する監督
の若松節朗が満を持して初めて舞台に
挑みます。人間はなんと罪深く身勝手な
生き物なのか！しかしなんと素敵な生き
物なのか。明日への勇気と希望をお届
けいたします。人口七人となった地球は
どのような一歩を踏み出すのか？是非迫
力の「生」演技をお楽しみください！

大切なカバンを盗まれたこと
で「音」を失ってしまった女性
がカバンを取り戻そうと旅に
出ます。その女性と、彼女を
追う夫を軸に綴られる不思
議な一夜のものがたりです。
演劇界、ダンス界で活躍する
多彩な実力派キャストが集
い、心温まる物語を趣向を凝
らして描きます。  
   
  

主催

発売中

地球の王様

11/8
（木）

中ホール　開場18:30 開演19:00
全席指定　5,500円（ペア5,000円×2枚）
 シアターセット4,950円
※未就学児入場不可（予約制託児サービス有)
※ペア券はさくらホールのみの取り扱い

演劇

主催
一般発売
10/21
シアター
セット
発売中

音のいない世界で

中ホール 開場14:30 開演15:00
全席指定 一般5,500円（ペア5,000円×2枚）
 小中高生2,500円
 シアターセット4,950円
※未就学児入場不可（予約制託児サービス有り）
※ペア券、学生券はさくらホールのみの取り扱い

演劇
託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

1/27
（日）

2013

近藤
良平

首藤
康之

長塚
圭史

松
たか子

シアターセット（2公演）
2公演をご鑑賞いただくとお得です。 どちらかのチケットを先に購入した場合でも、

チケット実券があれば
シアターセットに変更できます！

 9，900円一般11,000円
のところ… 各4,950円

1,100円お得！

割引の併用はできませんので、ペア券割引よりお得なシアターセットをご利用ください。

※先に購入した公演チケットをご提示ください。
※チケット実券がない場合は、セット購入できません。
※シアターセット料金の差額をお支払いください。！
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主催
公演
間近！

主催
公演
間近！

9/5
（水）

パントマイム

託児あり
（要予約）

鼓童 
ワン・アース・ツアー2012
～伝説 芸術監督：板東玉三郎

9/12
（水）

大ホール 開場18:30 開演19:00
全席指定
S席（1･2階席）4,000円
(ペア3,500円×2枚）
3階席2,000円　
※未就学児入場不可
　（予約制託児サービス有)
※ペア券はさくらホールのみの取り扱い

和太鼓

主催

発売中

立川志の輔 独演会 inさくらホール2012
10/18
（木）

中ホール　開場18:00 開演18:30
全席指定　3,500円
※未就学児童入場不可（予約制託児サービス有り）

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約） 託児あり

（要予約）

【北上】江釣子SCパル、さくら野北上店　【花巻】なはんプラザ　【奥州】奥州市文化会館Zホール　【一関】一関文化センター
【盛岡】岩手県民会館、カワトク　インターネットチケットサービス http://www.sakurahall.jp

プレイ
ガイド

【北上】江釣子SCパル、さくら野北上店　【花巻】なはんプラザ　【奥州】奥州市文化会館Zホール　【一関】一関文化センター
【盛岡】岩手県民会館、カワトク　インターネットチケットサービス http://www.sakurahall.jp

プレイ
ガイド

ミュージカル

共催

発売中

【北上】江釣子SCパル、さくら野北上店　【花巻】なはんプラザ
【奥州】奥州市文化会館Zホール　【一関】一関文化センター
【盛岡】岩手県民会館、カワトク
インターネットチケットサービス http://www.sakurahall.jp

プレイ
ガイド

【北上】江釣子SCパル、さくら野北上店　【花巻】なはんプラザ　【奥州】奥州市文化会館Zホール　【一関】一関文化センター
【盛岡】岩手県民会館、カワトク　インターネットチケットサービス http://www.sakurahall.jp

プレイ
ガイド

【北上】江釣子SCパル　【花巻】なはんプラザ　【奥州】奥州市文化会館Zホール　【一関】一関文化センター
ローソンチケット（Lコード：２２１４６）　インターネットチケットサービス http://www.sakurahall.jp ※プレイガイドは2回目のみの販売です。

プレイ
ガイド

大ホール ①開場11:00 開演11:30　②開場14:30 開演15:00
全席指定 前売2,300円 当日2,500円
※3歳以上有料。
　2歳以下は保護者1名につき膝上1名まで無料。（座席必要時は有料）

大ホール　開場18:30 開演19:00　
全席指定
S席（1･2階席） 4,000円（ペア3,500円×2枚）
A席（2階席後方） 3,000円（ペア2,500円×2枚）
※4歳児未満入場不可（予約制託児サービス有）
※ペア券はさくらホールのみの取り扱い
協賛：有限会社木の香の家

落語

協力

発売中

日本通運 presents
由紀さおり&ピンク・マルティーニ
ジャパンツアー2012
10/27
（土）

大ホール　開場16:30　開演17:00　
全席指定　8,400円
※3才以上チケット必要、
　3才未満は保護者1名につき1名膝上鑑賞可

お問い合わせ先：キョードー東北022-217-7788

音楽

国境や時代を越えた奇跡の共演をお楽しみに！

主催 発売中

リラックスして聴くすてきなクラシック
きたかみサロン音楽会2012（3回シリーズ）クラシック

託児あり
（要予約）

　　　　 ヴァイオリン体験♪
ロビーに10台のヴァイオリンがズラー！
誰でも弾いたり触ったりできます。

Vol.1 ふれあいトリオ 吉田恭子と仲間たち（ピアノトリオ）
開場15:00 開演16:00　大ホール１階席限定
一般2,000円 高校生以下1,000円

10/13
（土）

Vol.2 菅家奈津子メゾソプラノコンサート
開場18:00 開演18:30　小ホール
一般1,500円高校生以下1,000円

開場18:00 開演18:30　小ホール
一般1,500円　高校生以下1,000円

セット料金900円

セット料金900円

11/17
（土）

Vol.3 田村 緑 ピアノコンサート

12/13
（木）

演奏予定プログラム
エルガー：愛のあいさつ　ショパン：幻想即興曲
カサド：親愛なる言葉　ピアソラ：リベルタンゴ
メンデルスゾーン：ピアノ
三重奏曲第一番より ほか

チャイコフスキー：「くるみ割り人形」より行進曲、金平糖、お茶、花のワルツ ほか
ラフマニノフ：前奏曲　OP.3-2「鐘」　ムソルグスキー：「展覧会の絵」

演奏予定
プログラム

演奏予定
プログラム

カッチーニ：アヴェ・マリア／カルディルロ：カタリ・カタリ
映画「コクリコ坂」より～さよならの夏～　ほか

何と40%割引！セット券が断然お得！
お得な3公演セット券 5,000円 3,000円

セット料金1,200円

あこがれのお仕事に
チャレンジ ！

あこがれのお仕事に
チャレンジ ！

楽しみながらコンサートのお仕事を
体験してみませんか？

楽しみながらコンサートのお仕事を
体験してみませんか？── ──

菅家さんと歌おう♪菅家さんと歌おう♪
プロの声楽家と一緒に
歌を歌ってみませんか？
プロの声楽家と一緒に
歌を歌ってみませんか？── ──

ローソンチケット　0570-084-002（Lコード：26326）
チケットぴあ　0570-02-9999（Lコード：170‐053）
e+（イープラス）　http://eplus.jp
インターネットチケットサービス　http://www.sakurahall.jp

みんなで

P1 P2

日本が世界に誇るギタリストCharが
さくらホールに初登場！

【北上】江釣子SCパル        
ローソンチケット　0570-084-002（Ｌコード：27153）
チケットぴあ　0570-02-9999（Ｐコード：175-719）
e+（イープラス）　http://eplus.jp
インターネットチケットサービス　http://www.sakurahall.jp

プレイ
ガイドプレイ

ガイド

11/1
（木）

中ホール　開場18:30 開演19:00
全席指定　6,500円
※未就学児入場不可

（予約制託児サービス有）

問い合せ先：ニュース・プロモーション 022-266-7555

協力

発売中

Char Tour 2012
TRADROCK by Char音楽



チケットのお求め方法

■さくらホール窓口での購入
■インターネット予約

さくらホールのサービスセンターにて直接購入。指定席の場合、空席から直接選んで頂けます。
さくらホールの自主事業公演に限り、クレジットでの精算も可能です。

■電話予約での購入

 受取・精算方法

※購入後の払い戻しはできかねますので、公演日や内容を十分ご確認の上お買い求めください。　

■指定プレイガイドでの購入 ※公演によって異なります。

TEL.0197-61-3500 AM9：00～PM10：00
年中無休チケット専用ダイヤル

江釣子SCパル 　65-2511／さくら野北上店 　61-5511
東山堂北上店 　61-0666／北上地区勤労者福祉サービスセンター 　62-0033 

北上市内（0197）

川徳 　651-1111／岩手県民会館 　624-1171盛岡市（019）
一関文化センター 　21-2121一関市（0191）
なはんプラザ 　22-4412花巻市（0198）

① 予約日から２週間以内にさくらホール窓口にて受取り
② クロネコヤマト宅急便コレクトにてお届け。（手数料５００円はお客様負担）
 代金はチケットと引き換えにお支払いください。※お届け日指定、時間帯指定も可能です。

大ホール・中ホール座席表はさくらホールＨＰからダウンロードできます。

奥州市文化会館Zホール 　22-6622奥州市（0197）

http://www.sakurahall.jp/ticket.html

参加者みんなで脚本の基本を学びながらひとつの「おはなし」を完成さ
せる前半。後半は希望に合わせて役者や演出・音響などのスタッフに
分かれ「おはなし」を「お芝居」にします。演技や表現を学びながら作り
上げた「お芝居」は発表もしちゃいます。脚本、演技、演劇に興味のあ
る方は是非、寺子屋演っぺしに集まれ！

北上市民劇場35年の歴史には数々の名作がありまし
た。そんな懐かしい作品を上映会します。毎回その作品
ゆかりの方 を々ゲストに迎え、楽しいトークの時間もありま
す。どなたでもご覧いただけますので、お楽しみください。

おはなしづくり講座

寺子屋
北上市民劇場上映会
～ゆかりの方々 を囲んで～（全3回）

第24回 
仁兵衛堰ものがたり
～水乞山のふもとは黄金色

っぺし演
や

日　程：9月12日から11月14日までの毎週水曜日　全9回（10月3日は除く）
時　間：19:00～21:00（2時間）
場　所：さくらホールアンサンブルルーム１
講　師：横澤信夫氏　参加費：800円（初回日にお支払いいただきます）
応　募：電話・窓口にて事務局までお申込みください。
やっぺしHPからもお申込みいただけます。＊随時申込可能、途中参加も大歓迎です。

「おはなしづくりって・・・むずかしくない！たのしい！」
あなたの小さなアイデアを膨らませて
脚本にしてみよう！お芝居にしてみよう！

第2弾.10月20日（土）、第3弾.11月10日（土）
時　間：13:30～16:30
場　所：さくらホールミュージックルーム1
入場料：無料（お申込み不要）
協　力：北上ケーブルテレビ

各回の上映作品は
アンケート結果に
よって決定します。

華道家 假屋崎省吾×ピアニスト 清塚信也
～花の詩人×ピアノの詩人 美の饗宴～ 9/9（日） 矢巾町文化会館

（田園ホール）

第二回心の音楽祭2012

春風亭小朝　独演会

平成24年度　松竹大歌舞伎

立川志らく独演会 ～岩手のピン～

奥州市民劇 
～後藤寿庵物語～木漏れ日のように

村治佳織・村治奏一
ギターデュオ・リサイタル

三枝 改メ 
六代桂文枝襲名披露公演

ギンドロの森の音楽会
中島啓江と東京ヴィヴァルディ合奏団の日本のうた、四季のうた

とうぎんお笑い寄席
三遊亭円楽 笑福亭鶴光 東西名人会

鉄腕アトム連載60周年・映画ブッダ製作記念
「手塚治虫展」

周耀錕（シュウヨウコン）　二胡演奏会

9/15（土）
～16（日）

9/17（月・祝）

宮城県石巻市
牧山市民の森キャンプ場

第二駐車場

9/21（金）

9/21（金）

10/7（日）

10/14（日）

10/22（月）

10/25（木）

11/9（金）

11/12（月）

前沢ふれあいセンター

岩手県民会館
中ホール

花巻市文化会館
大ホール

宝塚歌劇星組公演
ミュージカル・ロマン「琥珀色の雨にぬれて」 9/27（木）

10/5（金）
～11/4（日）

岩手県民会館
大ホール

盛岡市民文化ホール
展示ホール（マリオス）

花巻市文化会館
大ホール

奥州文化会館
（Zホール）大ホール

岩手県民会館
中ホール

盛岡市民文化ホール
大ホール（マリオス）

岩手県民会館
大ホール

岩手県民会館
大ホール

京谷弘司クアルテート・タンゴ 11/18（日） 矢巾町文化会館
（田園ホール）

紙面の公演案内・イベントカレンダーには掲載されていないものです。
さくらホールの催事についてはP7のカレンダーをご覧ください。

※8月26日現在の情報です。※詳細は電話又はさくらホールＨＰをご覧下さい。
http://www.sakurahall.jp/ 公演案内→取り扱いチケット

【注意点】●ピアノは並行で並べます。移動はできませんのでご了承ください。
●ピアノの練習が主目的のイベントです。合唱や他の楽器との合奏などはできません。
●ピアノの調律は行いません。

ピアノに熱中！

～コンサート用グランドピアノを、大ホールで思い切り弾けるチャンス！～
オープンピアノDAY

9:00～ さくらホール窓口・電話で受付開始
先着順に希望の時間を予約できます。

■申込方法

１時間　2,000円（当日精算）
※複数名での使用が可能、レッスンの場合は先生から別途2,000円。

■参加料

プレイガイド情 報 《他館で開催されるさくらホール取り扱い中のチケットのご案内です。》

vol.15 バックステージツアー2012～夏休み小学生スペシャルを終えて～
　毎年夏休み恒例のバックステー
ジツアーは8月１２日１４：００より、大
ホールで行いました。今回は６家族
２２名、子供たちは３歳児から小学
校６年生までと幅広く、盛岡からご

参加のご家族もありました。マイクの調整体験～ピンスポットライト
操作体験～奈落見学～小迫り体験など、子供たちはマイクやピン
スポットライトなど、初めて見るもの聞くものにとても夢中な様子で
した。５分ほどのデモンストレーションを見ていただき、上演で使用
された仕掛けも体験して頂きました。
　子供たちの素直な反応はとても新鮮で、私たちの仕事に大事

なものは何かをハッと気づかされ、私にとっても貴重な体験で
した。ご参加頂いたご家族様にはこの場をお借りしましてお礼
申し上げます。そして次回もさらに楽しんで頂ける内容を用意
し、皆さまのご参加をお待ちしております。(nin)

vol.34
使ってみよう!!

トレーニングルーム

　ダンスや合唱、小音量楽器の練習などに最適なお部屋で
す。ホワイトボードやテーブル、イスもあるので１５名程度の
会議や面接でも使用できます。扉が２ヶ所ありますが、奥の
扉はダンス練習の際にファクトリー倉庫からミラーパネル
の出し入れに便利ですよ。芸術の秋、トレーニングルームで
ダンスや歌の腕を磨いてみてはいかがでしょうか？みなさま
のご利用をお待ちしております。（Mao）

トレーニングルーム　16帖（27㎡）　1時間300円

皆さまこんにちは！今回は「トレーニングルー
ム」をご案内します。お部屋の名前とは裏腹に、
いろんな用途で使えます。では行ってみよう！

民謡

主催・問い合せ先:松の会（松岡） 090-2367-3450 主催・問い合せ先:北上信用金庫業務部業務推進課 0197-63-2370

主催・問い合せ先:清風バンド（高橋） 090-5354-7920 主催・問い合せ先:（有）オカダプランニング 0225-22-0934

第4回 松の会 
民謡チャリティーショー

中ホール 開場12:00 開演12:30 
全席自由 1,000円

発売中 10/14
（日）

講演会

第19回北上信用金庫文化講演会
～幸せの鐘が聞こえる～
講師：西川ヘレン氏

大ホール　開場18:00 開演18:30 
全席自由　入場無料
※入場整理券が必要です。
※満席の際は入場をお断りする場合があります。

10月3日（水）午前9時から北上信用金庫本・支店窓口にて、
先着順にお渡しします。

入場
無料

10/18
（木）

演歌

がんばろう！東北復興への願い
演歌！夢の競演

石原詢子 
♪みれん酒
♪ふたり傘
♪しあわせの花

和賀流やよい会
若柳流染正穂会

三田 明
♪美しい十代
♪夕子の涙
♪北のなごり駅

大ホール　開場18:00 開演18:30 
全席指定　S席5,000円

発売中 10/9
（火）

清風バンドオールスターズ
チャリティーライブ
～フォーク世代に送る珠玉の名作～

中ホール　開場13:30 開演14:00 
全席自由　1,000円

発売中

9/22
（土）

　会を結成して今年で10年を迎え
ました。日頃のお稽古の成果を観て
いただくと同時に、社会に少しでも
貢献したいと思い、チャリティショー
を開催し、その益金を福祉の向上
発展のために贈呈いたしたく企画
しました。

　清風（きよかぜ）バンドオールスターズ
は、震災の義援金を目的に多くの音楽
仲間とチャリティーライブを開催します。
演奏曲は「また君に恋してる」「愛燦
燦」などのフォークソングのカバー曲や、
演歌、日舞、ベンチャーズメドレー。第二
部は、ボイスパーカッションのmusicKAZ
のステージと内容は盛り沢山です。どうぞ
お楽しみください。

　美人演歌歌手石原詢子・50周年
記念三田明・ＮＨＫ歌謡笑劇団でお
なじみの瀬口侑希で、二度とない豪
華な組み合わせです。

　おしどり夫婦で芸能界の鑑として定評の
ある西川きよし・ヘレン夫妻。きよし氏の努力
家・人情家ぶりと並んで、ヘレン夫人の内助
の功を讃える人は多い。大家族西川ファミリー
の中で女の夢、嫁の立場、母親の役割、そし
て妻としての責任など、生き様を通して語られ
る体験談は多くの教訓を秘めています。

ライブ

第
一弾

9/15
（土）

整理券の
入手方法

賛助出演
（舞踊）

北上やよい会
はばたき太鼓友情出演

アロハオエ～♪

H24年12/19（水）

10：00～21：00

Ⅰ.ファツィオリF278
Ⅱ.スタインウェイD-274

H24年1/18（金）

10：00～21：00

Ⅰ.ファツィオリF278
Ⅱ.ヤマハCF－ⅢS

H24年2/7（木）

10：00～21：00

Ⅰ.ファツィオリF278
Ⅱ.スタインウェイD-274

10/7（日）

やっぺしHP：http://www.teleblo.jp/shimingeki/
お問合せ：やっぺし事務局（090-8617-5346） さくらホール（0197-61-3300）やっペし北上市民劇場を

盛り上げる会 

プレイ
ガイド

協力

発売中

小椋佳「歌談の会」
12/1
（土）
大ホール
開場16:30 開演17:00
全席指定　4,800円

音楽

歌と語り、
大人のための
ひとときを…

託児あり
（要予約）

【北上】江釣子SCパル
【盛岡】カワトク　    
ローソンチケット　
チケットぴあ　    
インターネットチケットサービス　http://www.sakurahall.jp

P3 P4



サテスタ日記サテスタ日記 エフエム岩手
毎週金曜19：30
ON AIR

私の青春時代！

★ハガキ・お便り 〒024-0084岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号さくらホール「STUDIO SAKURART」宛 
★Fax 0197-61-3301 ★E-mail studio-sakurart@sakurahall.jp

皆様からの意見や要望、日常の出来事、
番組の感想などを募集しています！

ー辰也さんとCharとの出会いは？
T：自分がギターを買った１４の時ですから１９７７年。テレビに映って
いたCharにすぐ食いつきました。当時「ギターヒーロー」としてテレ
ビに出たのはCharが初めてだったと思います。
ーその時代にCharさんの様な人がテレビに出る、っていうことは
衝撃的？
T：当時は歌謡曲が主流で、ロックバンドがテレビに出るという事
があまりない時代でした。「ロックなんてとんでもない」みたいな。ロ
ックミュージシャンの先駆けみたいな存在でしたね。
ー音楽センスの塊のような人ですよね。辰也さんはどの時代の
Charが好きですか？
T：デビューした頃、自分のバンドを持った頃、テレビをちょっと離れて
「JOHNNY, LOUIS & CHAR」、「ピンククラウド」時代、海外のミ

ラジオ番組「STUDIO SAKURART」は、毎週金曜日19時
30分から25分間、音楽･エンターテイメント･地域の話題まで、
高橋裕亮がさくらホール1Ｆサテライトスタジオから生放送！ 

ュージシャンとの共演、すべて魅力ですが、やはり自分の
中ではデビュー当時が一番ですね。あの衝撃が忘れられ
ないので。すごく練習しましたし、今でも弾けます！（笑）
ー同世代の方はそんなバンドマンも多そうですね。
T：去年もある場所でCharを観たんですけど、凄かったです
よ。盛岡はもちろん沿岸など岩手全域からミュージシャン
やバンドマン、音響マン、裏方さんなど熱い業界関係者が
たくさん（笑）。まるで同
窓会みたいな感じでし
た。今回のライブも若い
人も含めて音楽が大好
きな人たちに集まっても
らいたいですね。
ー日本ロック界で30年
以上カリスマと呼ばれ
てきた人物ですからね。

　７月２７日の放送は、永遠のロックギタリストCharの紹介しまし
た。11月１日に、中ホールで公演を行うChar。私の世代でも大人
気ですが、なんといっても４０代以上のバンドマンにとっては神様
の様な人です。そこで今回はさくらホールが誇るギター小僧、佐藤
辰也にそのカリスマぶりを取材しました！

　事前の打ち合わせで辰也が言っていた「Charを語
る時は生半可な気合では話すな」。その気持ちが少し
わかったような気がします。１１月１日の中ホールはいつも
より気温が高そうです（笑）（裕）

グランドメニューが変わります！
カフェタイムのデザートも充実！
日替わりランチもワクワクが

いっぱい！
カフェガーデンは

気持ちのイイ季節（＾＾）/
ランチに、ティータイムに、

涼みにいらしては
いかがですか？

ランチタイム11：00～14：00
カフェタイム14：00～18：30
不定休・駐車場あり

営業
時間

Cafe &
Restaurant
さくら通り二丁目1-1
tel.0197-72-7765

9月のBibは
何かが違う！
9月のBibは
何かが違う！

客席天井のひみつ
　昨年の東日本大震災では、劇場の多くが被害を受けまし
た。その多くは、コンクリートの壁にクラック（亀裂）が入ることと
客席天井の化粧板が落下することでした。さくらホール天井の
化粧板も被害にあいましたが、大ホール客席の天井板は無事
だったため、天井裏に上ってその秘密を探ってみました。断面
図でわかるように、天井板はガラス繊維不織布入り石膏板で２
枚合わせの湾曲した構造のため支持材を多く使用していまし
た。このため、横揺れや、たて揺れの衝撃にも丈夫です。なお、
中ホールは落下しそうな天井板はないため、安心です。大ホー
ルの客席天井板が湾曲している理由は、舞台から出た音を遠
くまで拡散するとき余分な歪を少なくするためです。演奏者の
音を澄み切った音で遠くへ届ける仕組みが、災害にも強い建
築であることが証明されました。さくらホールは、皆様が安心し
て音楽を楽しめるホールを目指しています。（千）

Vol.40 もっと知って、もっともっと
快適にご利用いただけるよう、
さまざまな角度から施設を
紹介していくコーナーです。

R600

天井板

鉄骨梁

支持金具

450ｍｍ 320mm

天井板

鉄骨梁

支持金具

さくらホールの断面図

平面天井は支持金具が少ない

曲面している大ホールの天井

vol.32

う
ま
さ

技
あ
り

0197-25-2860
奥州市水沢区佐倉河東広町80-1
【本店】
0197-65-5674

北上市さくら通り5丁目2-53
営業午前11時～午後3時、午後5時～午後11時

【北上店】

パソコンデータの
復旧サービス行います。

パソコンのトラブルでお困りの方は、
ヨシノヤ・オーエーシステムまで。

024-0062 北上市鍛冶町1-9-10
tel .0197-64-0843

「和の衣さとう」
さくら染家

着物でお出掛けしませんか？
さくら染めのハンカチやショールも大人気！！

0120-00-3268
携帯電話へのご登録はQRコードで簡単に。

0197-63-2200
好評！ジャンボタクシー（9人乗）

本社・工場／〒024-0013 北上市藤沢18-102-23
《北上バイパス・北上流通センター入口》
TEL 0197-64-2222

有限会社 阿部マイカーセンター

無料駐車場  
男女別大浴場 
完 備

〒024-0031
北上市青柳町1-2-12
tel.0197-61-0711

バイキング
朝食無料

出会いからご結婚までを
プロデュースします。
出会いからご結婚までを
プロデュースします。

プロデュースMサトウプロデュースMサトウ
ご結婚を考えの方お電話下さい。みなさまのご連絡お待ちしております。

E-mail produce.m@iris.ocn.ne.jp
 produce.m@ezweb.ne.jp

花巻市実相寺210-1tel.0198-24-5212

「自然型高断熱住宅」と、アクセス数延べ100万件突破の
「爆笑ホームページ」（^ ）^。[木の香の家]で→【検索】
「自然型高断熱住宅」と、アクセス数延べ100万件突破の
「爆笑ホームページ」（^ ）^。[木の香の家]で→【検索】

有限会社 木の香の家 ─木精空間─
北上市本通り2-3-44　TEL.0197-65-7439
有限会社 木の香の家 ─木精空間─
北上市本通り2-3-44　TEL.0197-65-7439

北上中央教室

個別指導５０年の伝統と実績

無料体験学習受付中
学習相談随時受付

2000
教室
達成

北上市本通り1-8-13 木村ビル2F
TEL 0197-65-7290

「マース北上」さんのご紹介です。お風呂やサウナで日頃の疲れたカラダもココロもリフレッシュ！ゆったりと休
憩や宿泊が可能で、お食事メニューも充実しており、宴会も承っているそうです。9月1日（土）～30日（日）迄、
「MARSのお風呂に入って東京スカイツリーへ行こう。」のキャンペーン実施中です。この機会をお見逃しなく！

※マースご入浴、お１人様１回スタンプ進呈。（ご家族４名様であれば、
４個進呈）各店に用意している抽選券に必要な事項をご記入の上、ス
タンプ３個がたまったら、抽選BOXにお入れください。抽選は各店にて
１０月５日の１２時に行います。詳しくは各店にてどうぞ。
特賞／東京スカイツリーツアー　１泊２日（ペアで各店3組様）ご招待
１等／ニンテンドー３ＤＳ　（各店5名様）
２等／アサヒスーパードライ　350ml×24本（各店5名様）
３等／お米　10kg　（各店5名様）　４等／発泡酒　350ml×24本　（各店5名様）
５等／お米　5kg　（各店20名様）　６等／一方井そば　2たば　（各店30名様）
７等／MARS入浴券　1回券　（各店50名様）

移転オープンしました！移転オープンしました！

TEL.0197-63-2890

〒024-0084　北上市さくら通り3-1-18

舶来屋

ツーセブン緑で困った時の

も稼働中
消毒・移植・せん定 etc

東北緑生株式会社
北上市流通センター197 - 1 3  〒0 2 4 - 0 0 1 4
te l . 0197 -68 -2727　fax .0197 -68 -2749

観葉レンタル、造園工事、緑化木、芝生管理、観光イチゴ

北上市さくら通り1-8-1 tel.0197-63-7511

営業時間 昼 11：00～14：30 夜 17：30～21：45

北上市大曲町5-4 tel.0197-65-3573

園児募集＆一時保育も承ります。園児募集＆一時保育も承ります。

赤ちゃ
んあつまれ！赤ちゃ
んあつまれ！

ちゃいるどはうす保育所ちゃいるどはうす保育所

月曜日来店の方、豚キムチ定食（¥980）
串カツ定食（¥980）に刺身サービス！
各種オススメ料理ご用意しております

（有）佐藤四三室内（有）佐藤四三室内
代表　佐藤　治
FAX 63-2600
北上市上野町5丁目1-16TEL 0197-63-2661

内装
工事

ランチタイム
11:30～15:00（ラストオーダー14:00）

ディナータイム
　　　　　17:00～22:30（ラストオーダー21:30）
（日曜・祝日）17：00～22：00（ラストオーダー21:00）

････････････････････････････････････････････････

クロス・フロア・
カーテン・襖・障子・
掛軸・屏風

マース盛岡・マース北上・マース矢巾パストラルバーデン３店合同企画

ＭＡＲＳのお風呂に入って東京スカイツリーへ行こう。

☆キャンペーン内容

岩手県北上市鍛冶町三丁目２番４７号
TEL.0197-64-6400 FAX.0197-64-5043

廃棄物収集運搬中間処理
解体工事
ビル総合管理
土木・法面工事

廃棄物収集運搬中間処理
解体工事
ビル総合管理
土木・法面工事

株式会社 有田屋

RE・ホーム
北上市中野町２-27-37
TEL0197-64-5547
REホーム 検索 クリック

高性能断熱デザイン住宅 宴会するなら義経で！

送迎バス完備！（25名乗り）
最大80名様同室OK!!
営業時間 昼 11：30～15：00（ラスト14：30）
 夜 17：30～0：00（ラスト23：30）
北上市九年橋3-8-12

TEL 0197-63-8051
FAX 0197-63-8052

スタンプ3個で1回の抽選チャンス！

月替わりpickupでより詳しくご紹介します
。
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託児サービス（予約制）案内　（託児マーク　　ありの公演）
●託児場所 1F　キッズルーム
●対象年齢 1才～未就学児童
●時　　間 開場～終演まで
●料　　金 子ども1人につき￥1,000
 （予約申込時に精算）

●定　　員 8名程度
●持 ち 物 着替・飲み物・おやつ・お気に入り玩具etc
●申込方法 電話またはサービスセンターにて予約
●申込締切 公演1週間前まで（先着順・定員数になり次第）
  ※主催事業の際の内容です。

財団法人北上市文化創造
〒024-0084 岩手県北上市さくら通り二丁目1-1
TEL 0197-61-3300  FAX 0197-61-3301
URL http ://www.sakurahal l . jp/
e-mai l  sakura@sakurahal l . jp

指定管理者

もっと身近に、より自分らしく  Share your moment. いつもそばに。 さくらホール
マナーを守って、みんな気持ちよく利用できる
さくらホールとなるようご協力をお願いします。

北上市文化交流センター

・JR北上駅より車で10分　・東北自動車道「北上・江釣子I.C」より車で10分

国
道
4
号

さくら野
北上店

ツイン
モールプラザ

さいとう
製菓

牛たん佐助
和かな

大黒や
東北電力

東山堂 GS

GS
サンクス

きくすい

あたりや
北上自動車学校

ヤマダ電機

ガスト 郵便局

ホテル
ルートイン
北上駅前

アメリカンワールド

MONTEIN HOTEL

ホ
テ
ル
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
北
上

トイザらス ビッグボーイ

さくら
ホール

江
釣
子
S
C
パ
ル

↑
花
巻

水
沢
↓

江
刺
→

→
釜
石・遠
野

P

東
北
自
動
車
道

P

柳原駅

↑
青
森

仙
台
↓

市役所

消防署
国道107号

北上
江釣子
I.C

北
上
駅

N↑
盛
岡

仙
台
↓

お問い合わせ さくらホール 0197-61-3300

毎月1万部発行している情報誌ですが、市外の方やもっと
簡単に手に入れたいという方、さくらホールから目が離せ
ない！という方へ、定期ご愛読のサービスを行っています。
お
届
け
方
法

定期便

毎月5日前後に郵送にてお届け

̶インフォメーション̶

大・中・小ホール
アートファクトリー

2013年10月の大・中・小ホール（区分利用）
2013年1月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

2012年10月の利用調整会議
10月1日（月）18：30から下記の申込の調整を開始します

さくらホールの施設利用申込について

いち早く予約をご希望の場合は利用調整会議へご出席
ください。会議は毎月1日午後6：30よりさくらホールにて
行います。（1月のみ4日が利用調整会議となります。）
※筆記用具を持参の上でご出席下さい。

１年前の月の利用調整会議から申込可能
3ヶ月前の月の利用調整会議から申込可能

90円切手を希望送付回数分
添えてお申込み

日　付 公演名 座席 チケット
発売日

駐車場
満車予測 その他一般価格

前　売 当　日

※その他の催し物についてはHPに掲載しております。 2012年8月27日現在さくらホールイベントカレンダー

合唱

ピアノ

ピアノ

ピアノ

ピアノ

演奏会

吹奏楽

吹奏楽

吹奏楽

合唱

合唱

クラシック

フォーク

夕方から混雑

午後から混雑

午後から混雑

夕方から混雑

午前から混雑

午前から混雑

午後から混雑

午後から混雑

午後から混雑

午後から混雑

午後から混雑

午後から混雑

午後から混雑

午前から混雑

午前から混雑

夕方から混雑

夕方から混雑

夕方から混雑

That’s が～まるSHOW！
大ホール　開場 18：30　開演 19：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

ゆうき合唱団7．5周年コンサート　～ピアノの魔術師　金井信氏を迎えて～
中ホール　開場 13：30　開演 14：00 高与音楽教室 TEL 0197-64-1178

黒沢尻歌舞伎
大ホール　開場 12：00　開演 13：00 黒沢尻歌舞伎保存会 TEL 0197-63-4529

患者の学校 夏油温泉健康塾  ナグモクリニック総院長 南雲吉則先生特別講演会
小ホール　開演 10：00 ペイシェントアクティブ びわの会 TEL 0197-64-0008

鼓童　ワン・アース・ツアー2012　～伝説
大ホール　開場 18：30　開演 19：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

ドレミの会　ピアノ発表会
中ホール　開場 13：00　開演 13：30 ドレミの会（大鷹） TEL 0197-64-5291

第34回北上市民謡まつり
大ホール　開場 9：30　開演 10：30 北上市民謡舞踊連絡協議会（タカヒロ建築内） TEL 0197-67-2465

北上市立飯豊中学校吹奏楽部　第20回定期演奏会
中ホール　開場 13：30　開演 14：00 北上市立飯豊中学校吹奏楽部 TEL 0197-68-2714

清風（きよかぜ）バンドオールスターズ チャリティーライブ ～フォーク世代に贈る珠玉の名曲～
中ホール　開場 13：30　開演 14：00 清風バンド（高橋） TEL 090-5354-7920

近未来エネルギーフェア2012 in北上
小ホール　22日10：00～17：00　23日10：00～16：00 岩手県高圧ガス保安協会 TEL 019-623-6471

それいけ！アンパンマン　ミュージカル　いのちの水を救え！
大ホール　開場 ①11：00 ②14：30　開演 ①11：30②15：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

北上市立和賀東中学校吹奏楽部　ありがとうコンサート
中ホール　開場  13：30　開演 14：00 北上市立和賀東中学校 TEL 0197-73-5106

第27回ピアノコンサート
大ホール　開場 13：00　開演 13：30 岩手県ピアノ音楽協会北上支部 TEL 0197-67-3853

アフェット おさらい会
中ホール　開場 第1部10：45 第2部14：45　開演 第1部11：00 第2部15：00 アフェット音楽教室 TEL 0197-64-1524

第49回秋の演奏会
大ホール　開場 14：30　開演 15：00 北上地区高等学校音楽連盟（阿部） TEL 0197-66-4115

堀内加代子ピアノ教室発表会
中ホール　開場 13：45　開演 14：00 堀内加代子ピアノ教室 TEL 0197-73-5614

北上市立上野中学校吹奏楽部　第28回定期演奏会
大ホール　開場 13：30　開演 14：00 北上市立上野中学校 TEL 0197-64-5371

北上合唱連盟　第19回きらめきコンサート
大ホール　開場 13：00　開演 13：30 北上合唱連盟 TEL 0197-64-1488

第16回北上民謡保存会発表会
中ホール　開場 10：00　開演 11：00 北上民謡保存会 TEL 0197-77-2184

がんばろう！東北復興への願い　演歌！夢の競演
大ホール　開場 18：00　開演 18：30 （有）オカダプランニング TEL 0225-22-0934

きたかみサロン音楽会2012（3回シリーズ）　Vol.1 ふれあいトリオ 吉田恭子と仲間たち
大ホール　開場 15：00　開演 16：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

びわの会10周年記念事業 「患者の学校」特別授業 知ってほしい“がん”のこと
中ホール　開場 13：00　開演 13：30 ペイシェント・アクティブ びわの会 TEL 0197-64-0008

第46回北上市内音楽教室合同発表会
大ホール　開場 13：00　開演 13：30 市内音楽教室連合会 TEL 0197-64-1178

第4回　松の会　民謡チャリティーショー
中ホール　開場 12：00　開演 12：30 松の会（松岡） TEL 090-2367-3450

第19回北上信用金庫文化講演会～幸せの鐘が聞こえる～ 講師：西川ヘレン氏
大ホール　開場 18：00　開演 18：30 北上信用金庫業務部業務推進課 TEL 0197-63-2307

立川志の輔 独演会 in さくらホール 2012
中ホール　開場 18：00　開演 18：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

3,500 3,500

1,000 1,000

5,000 5,000

1,000 1,000

500

500 500

500

入場無料（要整理券）

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

高校生以下
無料

高校生以下
無料

3歳以上有料
※2歳以下は保護者
1名まで膝上無料

10/3（火）午前9時から北上信用金庫
本・支店窓口にて先着順にお渡しします

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱
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ホール取扱
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発売中
ホール取扱
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ホール取扱
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ホール取扱
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発売中
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民謡

民謡

民謡

落語

演歌

パントマイム

ミュージカル

未就学児入場不可

託児アリ

4歳未満入場不可

託児アリ

展示会

9/5（水）

9/8（土）

9/9（日）

9/9（日）

9/12（水）

9/15（土）

9/16（日）

9/17（月・祝）

9/22（土）

9/23（日）

9/29（土）

9/30（日）

9/30（日）

10/6（土）

10/6（土）

10/7（日）

１0/8（月・祝）

10/8（月・祝）

10/9（火）

10/13（土）

１0/13（土）

１0/14（日）

10/14（日）

10/18（木）

10/18（木）

歌舞伎

講演会

講演会

講演会

和太鼓

9/22（土）
～23(日）

大人2,000 高校生以下1,000
3公演セット料金 3,000

S席（1・2階席）
 4,000（ペア3,500×2枚）
3階席 2,000

大人 2,000
高・大学 500

大人 2,300
高・大学 500

S席 4,000（ペア3,500×2枚）
A席 3,000（ペア2,500×2枚）
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