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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

11月20日（火）
9：00～17：00

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

10周年そろ
そろ

さくらホール開館10周年記念1年前プレイベント

さくらホールに
～いっしょに10周年～

さくらホールは来年いよいよ10周年！
今年は一足先に「10周年突入記念」のプレイベント開催！

実施日時  2012年11月27日（火）大安　開場18:00 開演18:30 終了19:30（予定）
会      場 中ホール
参加対象 参加無料・招待
出 演 者 さくらホールの歩みとともに、一流の楽しさを伝えてくれるアーティスト

シルブプレッ！
s'il vous plait!?

松永貴志
ジャズピアニスト

BLACK BOTTOM 
BRASS BAND

ニューオリンズブラスバンド

ブラックボトムブラスバンド

The History at さくらホール The History at さくらホール

SPECIAL MINI LIVE!!【出演】 松永貴志（ピアノ）＆BBBB（ジャズバンド） 、 金管キッズ（ワークショップやアウトリーチ参加者等） ★

さくらホール開館10周年記念
ロゴマーク入賞作品の
発表・表彰

★
10周年記念事業の概要説明

・10周年記念事業概要・自主事業公演の紹介
・利用者、団体からのさくらホール10周年へのメッセージ
・西本第九リハ公演のDVD上映＆西本智実メッセージ

★

さくらホール
開館10周年記念ロゴ
クリアファイルプレゼント

★

2003年

2005年

2006年

2008年

2011年

さくらホールオープニング5公演シリーズに現役高校生
のジャズピアニストとして強烈に登場！ダイナミックなライ
ブでオープニングを飾る。
NYトリオとともにジャパンツアーを行い、さくらホール2度
目の熱演！
新日本フィルハーモニー交響楽団と「ラプソディ・イン・ブ
ルー」でクラシックとジャズのコラボレーションを奏でる。
さくらホール開館5周年記念「押尾コータロー＆松永貴
志＆レ･フレールスペシャル」に出演。さくらホールだから
こその特別ライブが実現！
「キッズパラダイス」に登場。子ども達がアーティストに出
会い、夢を広げる貴重な機会となり、さらに絆を深めた。

2007年

2009年

2011年

音楽の楽しさを届けるため遂に北上初上陸！北上
ブラスを結成し、ライブで共演！
北上市内の小学生を対象にした公演で、軽快な
トークで子ども達に音楽の楽しさを伝える。市内
商業施設を「北上ブラス」と一緒にパレード！ 
過去最高の盛り上がりを見せた学校公演が好評
で再び登場。一緒に歌って踊れる音楽の楽しさを
満喫。管打楽器クリニックと一般公演も同時開
催！これまで出前コンサートとして旧岩崎新田小
学校、二子小学校、更木小、和賀東小、専北吹
奏楽部にも訪れました。

"さくらホール第九合唱団
  アニバーサリー10th"
参加申込受付開始
さくらホール開館10周年記念公演
西本智実指揮ベートヴェン「第九」演奏会
平成25年6月23日（日） 

★
→P1

P1～P3
公演案内
●ベートーヴェン「第九」演奏会
●ファイナルライブ2012
●きたかみサロン音楽会2012
●音のいない世界で
●地球の王様
●青少年鑑賞事業
　「オペラシアターこんにゃく座」
●小椋佳「歌談の会」
●しまじろう 
　おとぎのくにの だいぼうけん
●鬼よ燃えろ！
　冬のみちのく芸能まつりPart4
  etc
P4

施設紹介　あちらこちら
●vol.42 竹酢液の効用はほんと？

使ってみよう Art Factory
●vol.36 アンサンブルルーム2

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
●魔法の1時間。

舞台人だいありー
●vol.17 ピンマイクの取り付け

Café＆Restauraut Bib
●11月からのBibは？

スポンサーさんこんにちは！
●vol.34 ロシア料理 トロイカ

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

color : Noisette（ノアゼット）



12/31
（月）

中ホール　開場11:30 開演12:00 終演22:00（予定）   
全席自由　大人1,000円 高校生以下700円   

ファイナルライブ2012
ライブ

学校
鑑賞

平成24年度北上市青少年鑑賞事業
オペラシアターこんにゃく座
「森は生きている」（学校公演バージョン）

11/19
（月）

大ホール
①午前の部 開場 9:45 開演10：00 終演11:40
②午後の部 開場13:15 開演13：30 終演15:10
一般3階自由席　1,000円
※北上市内の小学生を対象に行う公演です。
※一般のお客様の鑑賞席は3階席のみとなります。

誕生から20年を迎え、
またひとつ新しい
「森は生きている」が
いま生まれます！

しまじろうの
新作コンサートが
さくらホールに
やってくる！

オペラ
シアター

しまじろう
おとぎのくにの だいぼうけん幼児

【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

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

11/17
（土）

【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

【演奏予定プログラム】
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」

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）

数々の名曲を生み出したシンガー・ソングライターの小椋佳が、9
年の時を越え、再び北上を訪れます。「歌談の会」は、小椋が
気の向くままに歌い、心に浮かぶ話をゆったり語る普段着のコ
ンサートです。ユーモアあふれるトークやバンドメンバーたちと一
緒に歌とせりふで繰り広げる歌唱舞台「歌綴（つづ）り」は、お
なじみのヒット曲とストーリーが見事に融合し、毎回好評を得てい
ます。柔らかな歌声と語りで独特の世界を紡ぎ出す小椋佳。時
代がすすんでも忘れてはいけない日本の心を歌い、和やかな
空間と感動に満ちたひとときをゆったりとお楽しみください。

　この音楽会は、アンケートにご回答いただいたお客様の80～85％以上が「満足」と大好評！セット券の販売が毎年
右肩上がりです。その秘密は、《目の前で》、《実力のある音楽家が》、《お話付きで》演奏するから。’しきいが高い’
’難しそう’というクラシック音楽のイメージが変わります、そして聴き終わった後にはリラックスした心に感動が残ります。

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
※未就学児のご入場は
　お断り致します。
　また、乳幼児の同伴は
　できません。

音楽

主催
12/8
発売開始

主催
11/25
発売開始 鬼よ燃えろ！

冬の みちのく 芸能まつりPart４
2/10
（日）

2013

3/24
（日）

2013

大ホール 開場10:00 開演10:30
前売　一般2,000円 小学生1,000円
当日　一般2,500円 小学生1,500円

民俗芸能

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（Lコード：27362）　チケットぴあ（Pコード：176‐628）
インターネットチケットサービス http://www.sakurahall.jp

9年振りの北上公演
再会のひとときを・・・

がんばろう東北！
芸能をとおして
絆を深める舞台

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

主催
SOLD
OUT

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）
仮設イス席 5,200円（ペア4,700円×2枚）
※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
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

──稽古をしていての感想…
毎日、試行錯誤しながら、笑いが絶えません。
──キャストの皆さんの雰囲気…
和気あいあいで、どんな変化球にも対応してくれる頼もしいメン
バーです。
──今回の「地球の王様」の見所…
極限に追い込まれた環境の中でも、人間本来の生活に適応
していき、たった７人でも小さな社会が生まれ支えあって生きて
いかなければならない、そして、なんて人間は前向きなんだろう。
と、７人の関係性が少しずつ変化し
ていくところ。
──生の舞台の魅力…
毎日の変化とお客様の反応です。
──岩手公演にむけてのメッセージ…
人との繋がり・絆がどんなに必要か
と本当に思えるお芝居です。岩手の
皆様方にも、とても楽しんで頂けると
思います。

おかげさまで完売御礼となりましたが、
キャストの高橋ひとみさんから特別にインタビューが
届きましたのでご紹介します！

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
平成24年度 文化庁 地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ主催

音のいない世界で
平成25年6月23日（日） ベートーヴェン「第九」演奏会

さくらホール開館10周年記念

11/27（火）　　　　　  より
合唱団参加者
募集！

テンス

“アニバーサリー10th”
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）
※シアターセットは11/8「地球の王様」公演とのセット料金です。
※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）

1/27
（日）

2013

≪優秀団体、個人の表彰≫

スタッフ
募集！

審査員と観客による投票で、表彰を行います！グランプリの団体に
はさくらホール録音スタジオでの本格録音をプレゼント！

ファイナルライブを支えるスタッフを大募集。ボランティアですが、人脈、信頼などなど得るものは
多いですよ！イベントに関わってみませんか？さくらホールまでお問い合わせください。

・エントリー条件
 2人以上で音楽活動をする、ステージに危険なく
 上がれる人数・年齢であるグループ。
 音楽のジャンルは問いません。
・会　　場 さくらホール中ホール
・募集期間 平成24年11月1日～12月10日午後10時必着
・募集定数 先着順　20組
・出 演 料 2,000円／1人
・持ち時間 20分以内（予定です。出入り、機材セッティング込み）
・申 込 み 必要書類に出演料を添えて窓口へ提出（郵送可）
 ※書類はさくらホール内、ホームページで配布します。
・未 成 年 保護者承諾書を提出
・そ の 他 出演順はエントリー終了後開かれる、バンド会議
 （12月中旬予定）で決まります。

出演者大募集！！　

・舞台転換スタッフ
・ピンスポットスタッフ

主催
11/1
エントリー
開始

今年もやってきた！さくらホールのバンドライブ打ち上げ、ファイナルライブ
の出演者を募集します。一年の締めくくりの大晦日に大切な仲間や
家族と音楽を発表して過ごしませんか？ 詳しくは応募要項をご覧ください！

応募要項

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

Vol.3 田村 緑 ピアノコンサート

12/13
（木）

高橋ひとみ

こどもも大人も楽しめる上質な舞台をお贈りします！

今年もやります、さくらホール毎年恒例大晦日ライブ!
中ホールのド派手なステージで、一夜限りの夢の共演！

世
界
の
芸
術
都
市 

北
上

“

”

大ホール ①開場11:00 開演11:30
 ②開場13:30 開演14:00
全席指定 1階席・2階席1,900円 3階席1,700円
※3歳以上有料、2歳以下は保護者膝上鑑賞に限り
　1名無料。(座席必要時は有料） 

ⓒBenesse Corporation／しまじろう

11月と12月に登場する演奏家は、さくらホール公演が共に3度目になります。（サロンの出演は初！）
 アンケートからお客様の声を集めてみました♪

「すごい声」に圧倒
されました。お話する
声も別人のように
素敵でした。

「鐘」が鳴る異国の
情景が目の前に
広がりました。

身近だけど
意外と知らない
ピアノのヒミツを
体感しました。

プログラムが多彩で
楽しめました。

気さくな人柄が好感！

小ホールは150席のみ
チケットは残りわずかです♪

発売中

おかげ様で
好評につき
1月27日（日）夜
追加公演決定！
開場18:00
開演18:30

11/10
追加発売開始

さくらホール
第九合唱団

詳細は11/1より「合唱参加者募集要項」を
配布しますので、ご確認ください。

プロのオーケストラ＆岩手県出身のソリストと夢の共演♪

管弦楽／イルミナートフィルハーモニーオーケストラ

ソプラノ/ 高橋織子
 （盛岡市出身）

アルト/ 小原伸枝
 （釜石市出身）

テノール/ 福井敬
 （奥州市出身）

バリトン/ 菅原浩史
（一関市出身）

シルブプレッ！
s'il vous plait!?

※表紙をご覧ください

物語は、「音」を失い旅に出た妻と、彼女を追う夫を軸に綴る、
季節をめぐる不思議な
一夜の出来事です。
出演も兼ねる作・演出の長塚圭史　　　　　は、
イギリス留学時代の経験を基に、
子どもにも親しみやすいよう随所に趣向を凝らしつつも、
洗練された芝居を創り出して
いきます。その他、ダンス集団
コンドルズを率いて、
今回の振付も担当する近藤良平　 　
バレエからストレート
プレイへと活動の
幅を広げる首藤康之　　　　　
そして演劇やドラマ、
映画で常に強い存在感を放つ松たか子　　　　　・・・と
第一線で活躍する贅沢なメンバーが顔を揃えます！
是非お楽しみください。

西本智実指揮　ベートーヴェン「第九」演奏会
平成25年6月23日（日）14:00開演
北上市文化交流センターさくらホール 大ホール
指揮／西本智実
管弦楽／イルミナートフィルハーモニーオーケストラ
ソリスト／ ソプラノ高橋織子、アルト小原伸枝、
 テノール福井敬、バリトン菅原浩史
合唱／さくらホール開館10周年記念
 第九合唱団“アニバーサリー10th”
大人　5,000円　中学生以下　2,500円
《参加料に含みます》
①パート練習会（全62回）＆全体練習会（全9回）
 でのレッスン料
②西本智実さんによる特別指導会の参加料
③平成25年6月「第九」演奏会への出演料
 （プロとの共演！）

公 演 名
公演日時
開催場所
出 演

参 加 料

○公演概要
1．
2．
3．
4．

5．

P1 P2



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

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します。毎回その作品ゆかりの
方々をゲストに迎え、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。

あらすじ（予定）
昔々、飢饉に苦しんでいた頃のおはなし。旅する青年・太郎は
ある日、雄大な日高見川を望むある村のはずれで行き倒れて
しまい、山のふもとで孫娘と２人で暮らすお婆さんに助けられ
ます。ところがこのお婆さん、明日山へ入ると言うのです。この
村では姥捨ての掟があると聞いた太郎は・・・。

北上市民劇場上映会
～ゆかりの方々 を囲んで～（全3回）

第18回 ぬだ川原の風
 ～南部百姓一揆伝聞

・キャスト
・スタッフ（装置、照明、音響、衣装、化粧、ポスター制作etc）
平成25年2月23・24日（土・日）
初顔合わせから公演終了まで
平日19～21時、土日13～16時
さくらホール（会議室、大アトリエ、他）

日時／平成24年11月17日（土）19～21時　
場所／さくらホール多目的室
交流会参加費／大人1,000円、未成年／500円

第36回北上市民劇場 

参加者大募集！

第三弾

11/10（土）

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 

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

募集対象：

公演期日：
活動期間：
活動時間：
活動場所：

〈年齢不問・参加無料〉

0197-61-3300 財団法人北上市文化創造（さくらホール）
090-8617-5346 北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし事務局

申込先：

初顔
合せ

前座として「おはなしづくり
講座寺子屋演っぺし」参加
者によるお芝居を披露しま
す。全9回の脚本制作・演
技ワークショップで創りあげ
た成果をお楽しみください。
お芝居タイトルは「昼下がり
のひととき」です。

おまけ

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。

※10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

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.36
使ってみよう!!

アンサンブルルーム2

　バンド練習では一番人気のお部屋です。ドラム・アンプ・
マイクセットなど、バンド用の機材を常設しています。機材
代込みでも1,000円前後なので、学生の方にもリーズナブ
ルにご利用いただけます。ライブにむけて、皆さんでリハー
サルしてみてもいいですね。（あき）

アンサンブルルーム2　13帖（23㎡）　1時間400円
※別途機材代がかかります。

皆さまこんにちは！今回で１８回目の登場にな
ります。さくらーマンが「アンサンブルルーム2」
をご案内します。

主催・問い合せ先:（有）北上正時堂 0197-63-3408 主催・問い合せ先:ピアノ音楽教室音楽舎 0197-63-2356

主催：北上広華会
問い合せ先: 岩手日報社北上支局（北上広華会事務局）
 0197-63-4265（土、日、祝日除く9時～17時）

主催・問い合せ先:
北上市地域婦人団体協議会北上支部　0197-69-2041

エレクトーン発表会
中ホール　開場12:45 開演13:00 
全席自由　入場無料

12/2
（日）

芸能

第45回
歳末助け合い 市民芸能大会

大ホール　開場9:30 開演10:00    
全席自由　前売1,000円 当日1,200円

発売中 12/2
（日）

日報リーダーズサークル北上例会
古謝美佐子コンサート 
沖縄からの風

大ホール　開場17:30 開演18:30
全席自由　入場無料 ※要入場整理券

入場
無料

11/27
（火）

　毎年恒例になったエレクトーン
発表会です。発表会デビューか
ら中学3年の生徒までが演奏しま
す。1週間前の11月25日には、
ハーモニーセンターでエレクトーン
プレイヤー窪田宏さんの曲集講
座がございます。受講料3,000円
です（事前予約）。2週続けてエレ
クトーン演奏をお楽しみください。

　花、童神～天の子守唄
～など多くの歌手にカバー
され、沖縄では民謡の神様
と呼ばれる古謝美佐子さん
の感動の歌声が北上に響
きます。入場整理券は岩手
日報に広告掲載（10月31日
付）の北上広華会会員社
で配布しております。

　市婦協北上支部の会員
のほか、市民の皆様の一般
参加をいただいて、老若男
女だれもが楽しめるアットホー
ムなステージを作りたいと
思っています。この会の益金
は、経費を除き、歳末助け合
い基金と北上市の被災者
支援に寄付します。

コンサート

入場
無料

エレクトーン
第5回音楽舎ピアノ発表会

中ホール　開場13:00 開演13:30 
全席自由　入場無料

12/8
（土）

　今回で5回目の発
表会を迎えます。まだ
習い始めたばかりの
小さい生徒さんから、
退職してまた弾きたく
なって習い始めた大
人の方まで様々です。
今回が初ステージの
方や、今回で最後の
ステージとなる方、それぞれの想いで1曲1曲を頑張って弾きま
す！是非足を運んでみてください。

入場
無料

ピアノ

竹酢液の効用はホント？

Vol.42

　この情報誌をご覧になっている方々はすでにご存じとは思
いますが、さくらホールでもこれを使用した結果を紹介します。
　私、個人的には5年ほど前に住田町を通った時にこの効用
を知るキッカケとなりました。その時は、「うそでしょう・・・。」と
疑って気にも止めませんでした。ところが、さくらホールの中に
害虫や嫌いな動物がはびこるようになって来たとき、フッと気
にかかって、「これ」をインターネットで検索してみたところ、あり
ました。「竹酢液（ちくさくえき、又はたけさくえきと読む）とは竹
炭を焼くときに出る煙を冷却して採り出した竹のエキスです。」
とありました。成分の80～90%が水で、残りの10～20%が有
機化合物で、なめるとすっぱく、主成分は酢酸（お酢の主成
分）とのこと。微量成分は酸類･フェノール類･中性物質類・カ
ルボニル類・塩基性成分などに分かれ、その数は200種類以
上に及ぶそうです。なんとこれには、ポリフェノールが含まれて

いて、かゆみの元となるヒスタミンの放出を抑える効果があるら
しく、酢酸は水の分子を小さくし、皮膚への浸透性を高くする
作用があると言われています。
　竹酢液には、「ネコ、もぐら、ムカデなど小動物・昆虫を寄せ
付けない忌避効果があります。」とあったので、さくらホールでは
まず、殺菌、小動物の忌避の目的で採取したままの原液を樹
木の根元や正面玄関のド
ア付近に置いてみました。
効果は出ていたように感じま
す。虫が少なくなりました。
　まだ使用していない方は
試みた結果の情報をお寄せ
ください。データがまとまった
らご紹介いたします。（千）

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。

観世流能公演

めざましクラシックス in 奥州

ぎんどろ寄席　笑いの忘年会2012

三枝改メ
六代桂文枝　襲名披露公演

みなみ吹奏楽団
第14回 定期演奏会

京谷弘司クァルテート・タンゴ 11/18（日）

11/25（日）

11/12（月） 岩手県民会館
大ホール

矢巾町文化会館
（田園ホール）

松本蘭ヴァイオリンコンサート 11/10（土）前沢ふれあいセンター

東日本大震災復興支援 平泉文化の世界遺産登録記念 
舞踊詩「黄金の夢」

宝塚歌劇団OGによるザ・レビユー 
サ・セ・パリ2 ベルサイユのバラ～すみれの花咲く頃

11/23（金・祝）

12/1（土）

12/2（日）

12/9（日）

盛岡市民文化ホール
大ホール（マリオス内）

奥州市文化会館
（Zホール）大ホール 

奥州市文化会館
（Zホール）大ホール 

奥州市文化会館
（Zホール）大ホール 

盛岡市民文化ホール
大ホール（マリオス内）

花巻市文化会館
大ホール

KIRIN presents レ・フレール結成10周年記念スペシャルコンサート
レ・フレール管弦楽団 meets ニューヨーク・
シンフォニック・アンサンブル in MORIOKA

12/12（水）

12/16（日）

盛岡市民文化ホール
大ホール（マリオス内）

岩手県民会館
大ホール

三遊亭好楽 桂米助 二人会＆大喜利

岩手の民謡をたずねて
民謡でつづるみちのくの恋物語 Ver.6

2013年
1/12（土）

2013年
2/11（月・祝）

佐渡裕指揮 　
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 特別演奏会

岩手県民会館
大ホール

2013年
2/10（日）

前沢ふれあいセンター

12/20（木）公共ホールネットワーク事業2012
豪華アーティストによるスペシャルコンサート

奥州市文化会館
（Zホール）中ホール 

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

魔法の一時間。

★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！

ー素敵なプログラムでしたね。
吉田（以下Y）：10年間やってきたので、全国もう200箇所目ぐらいなん
ですけど、本当に珍しいぐらい素直な子供たちが多かった学校でした。
ー今日はヴァイオリンを実際に体験するコーナーも。実際に楽器に触
れて演奏まで体験していました。
Y：私が今日持ってきている楽器も270年前のもので、そういう古いも
のが現役で楽しめることはなかなかないと思うんですよ。例えば絵もそ
うですし、文化財産は壊れちゃまずいから普通触れられないですよね。
私はいつもヴァイオリンを10本ぐらい持って来るんですけど、それを子
どもたちに直接触れてもらって、長い歴史があって受け継がれる物を
大切にする心を学んでほしいです。また、なんとかこの100～200年
前の音楽を楽しんで貰いたい思っても、ただ聴いていても子どもたち
は20分ぐらいすると飽きちゃうんですよね。そこで身体を叩いて遊ん
でみたり、ヴァイオリンを弾いてみたりして心をリラックスさせて、その

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！ 

後に作曲家が時間をかけて残した曲を演奏すると、長くても
しっかりと聞いてくれますね。
ー先生も子ども達の真剣さにびっくりしていましたね。
Y：今日はメンデルスゾーンのピアノ三重奏曲を演奏したん
ですが、その前に第1主題、第2主題を先に教えて子どもた
ちにイメージを聞いて名前をつけてもらいました。たろうくん、
とか（笑）。突然クラシック、では難しいので物語を先にイメー
ジして貰うんです。
ー子どもならではの面白い感想が次々でましたね！
Y：そうですね、失恋してる感じ（笑）
とか告白されてる感じとか（笑）。
かわいいなって思いました。知識も
大事なんですけど、そういう想像力
って心が育っていく段階ではとて
も大事だと思います。別に音楽得
意じゃなくても、知識は後からでい
いので、体と心とバランス良く成
長していく知恵のある子を育てて
あげたいなと思います。

　10月12日の放送は、ヴァイオリニストの吉田恭子さんが生出演。吉
田さんは、全国の小中学生をクラシックの世界に道案内していこう
と、巡回教育プログラム「ふれあいコンサート」にも力を注いでいます。
さくらホール公演の前日に行った、北上市立黒沢尻北小学校の子ど
も達との「ふれあい」についてインタビューしました！

　本物のアーティストと音楽って、言葉よりずっとダイレクトに伝
わるんだなと思いました。吉田さんの演奏に子どもたちがどん
どん引き込まれていく、まるで魔法のような一時間でした(裕）

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

カフェ＆レストランBib 支配人

営業
時間

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

只今大好評中のランチメニュー！品
数が豊富なのはもちろん！デザートも
たっぷり充実しております。

そ・し・て！！
11月3日（土）から毎週土曜日限定
サンキュー（￥390～）モーニング
セット（9：00～10：30）が
スタートします！
是非ご家族お揃いで、ひと味違う
朝を満喫してみてはいかがですか？
（愛犬のお散歩ついでにもどうぞ♪）

vol.17 ピンマイクの取り付け
　マイクには色々ありますが、私がよく苦労するマイクの1つがワ
イヤレスピンマイクです。良くテレビでも見かける、服の襟やネク
タイなどに取り付ける小型のマイクです。これを「どう取り付けれ
ば見た目も美しく、取り付けた人のジャマにならず、確実に音を拾
えるか。」
　例えば講演会。講師先生の衣装がスーツの場合、マイクはス
ーツの襟に取り付けたいところですが、舞台で上着を脱ぐとマイ
クも付け替えなくてはいけないのでネクタイへ。そしてケーブルは
できるだけ目立たないようにネクタイの後ろへ廻し、飛び出ないよ
うにシャツのボタンに引っかけたりします。そして送信機はベルト
に取り付けます。衣装がスカートの場合はウエスト部分に取り付
けますが、ワンピースだった場合いったいどこに送信機を取り付
けたら良いのか…悩むところです。
　日頃、話す人（歌う人）が本番中にどのような動きをするか、ど
れくらいの声量なのかなど想像力を働かせ、ベストな取り付け位
置を見極めることが必要な作業のお話でした。(nin)

送信機

11月からのBibは？

vol.34

　ロシア料理のお店トロイカさん。全国的にも絶品チーズケーキが有名ですよね。「おいしいチーズ
ケーキ」の基準はここ！といっても過言ではありません。そんなトロイカさんですが、お店では家庭的か
つ本格的なロシア料理がたっぷり楽しめます。柔らかくて大きなお肉と、サワークリームたっぷりのボル
シチ、アツアツ揚げたてのピロシキ、表面はトロトロチーズ、中はホワイトソースのスプーンでキレちゃう
ロールキャベツなど、ひとつひとつ丁寧に仕込みされていて、これからの寒い季節に心も体も温ま
るメニューがたくさん！個人的にはビーフストロガノフを食べ逃したので、また来てみたいと思います♪

ココだからこそ出会える美味！

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】

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！！

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

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

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

木曜日来店の方、焼肉定食（¥980）
ハンバーグ定食（¥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

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

日本和装学園日本和装学園日本和装学園日本和装学園

お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。

全国組織・きもの着付専門学校

秋風が吹いて「きもの」が似合う季節がやってきました。
さぁ、美しい着付を学びませんか？

内 容 ●開催日：毎月第2、第4水曜日 ●入学金：3,000円/月謝3,000円
●会場：北上さくらホール・和室　19：00～21：00

着付講座生徒募集！

北上さくら本校受付事務局 090-4639-8063（小原）
本部/大阪府吹田市豊津町9-1 11Ｆ tel.（06）6337-3071（代）
日本和装学園ＵＲＬ・・・http://ｗｗｗ．nihonwasougakuen.co.jp/

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。

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）

0197-64-4263
岩手県北上市町分18地割120-1
11:00～21:00（L.O20:00）
水曜日（祝祭日の場合その翌日）
有
http://www.d3.dion.ne.jp/̃troika/

T E L
住 所
営業時間
定 休 日
駐 車 場
ホームページピロシキ チーズケーキ ボルシチ

鈴木健策

月替わりpickupでより詳しくご紹介します
。

P5



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
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北上駅前

アメリカンワールド

MONTEIN HOTEL
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シ
テ
ィ
プ
ラ
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北
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市役所
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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12月の大・中・小ホール（区分利用）
2013年3月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

2012年12月の利用調整会議
12月1日（土）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10月26日現在さくらホールイベントカレンダー

完売

吹奏楽

クラシック

音楽会

コンサート

ピアノ

コンサート

ピアノ

エレクトーン

ピアノ

吹奏楽

声楽

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

午後から混雑

夕方から混雑

夕方から混雑

夕方から混雑

午前から混雑

午前から混雑

午後から混雑

地球の王様
中ホール　開場 18：30　開演 19：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

第47回専修大学北上高等学校吹奏楽部定期演奏会
大ホール　開場 ①13：00 ②17：30　開演 ①13：30 ②18：00 専修大学北上高等学校 ＴＥＬ 0197-63-2341

北上フィルハーモニー管弦楽団 第18回定期演奏会
大ホール　開場 13：30　開演 14：00 北上フィルハーモニー管弦楽団 ＴＥＬ 090-9741-8773

第33回北上三曲演奏会
中ホール　開場 12：30　開演 13：00 北上三曲協会事務局（佐藤） ＴＥＬ 0197-66-4514

夢のキラキラ音楽会
大ホール　開場 10：00　開演 10：30 専修大学北上福祉教育専門学校 ＴＥＬ 0197-61-2131

サトウハチロー記念 第16回「おかあさんの詩」全国コンクール表彰式・入賞発表会
中ホール　開場 13：00　開演 13：30 北上市教育委員会生涯学習文化課 TEL 0197-64-0500

きたかみサロン音楽会2012　Vol.2 菅家奈津子 メゾソプラノコンサート
小ホール　開場 18：00　開演 18：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

北上声楽研究会 第33回定期演奏会
大ホール　開場 13：30　開演 14：00 北上声楽研究会 ＴＥＬ 0197-64-1178

第39回謡と仕舞の会
中ホール　開場 10：30　開演 11：00 北上能楽連合会 ＴＥＬ 0197-69-2230

平成24年度青少年鑑賞事業 オペラシアターこんにゃく座「森は生きている」 学校公演バージョン
大ホール　開場 ①午前の部9：45 ②午後の部13：15　開演 ①午前の部10：00②午後の部13：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

平成24年度　年末調整説明会
大ホール　受付 13：15　開演 14：00 花巻税務署 ＴＥＬ 0198-23-3341

東日本大震災復興支援　伊奈かっぺい チャリティートークライブ
中ホール　開場 17：30　開演 18：00 北上ライオンズクラブ ＴＥＬ 0197-63-5555

やさか幼稚園 生活発表会
大ホール　開場 8：30　開演 9：00 やさか幼稚園 ＴＥＬ 0197-63-4832

第3回 Dolce「るるるんコンサート」
中ホール　開場 13：30　開演 14：00 北條 ＴＥＬ 090-3362-0166

第30回北上民舞踊協会芸能発表会
大ホール　開場 10：00　開演 10：30 北上民舞踊協会 ＴＥＬ 0197-64-7761

北芸の会演劇公演「晴れのちくもり時々あめ」
中ホール　開場 13：30　開演 14：00 北芸の会事務局（田島） ＴＥＬ 0197-64-5343

日報リーダーズサークル北上例会　古謝美佐子コンサート「沖縄からの風」
大ホール　開場 17：30　開演 18：30 岩手日報社北上支局（北上広華会事務局） ＴＥＬ 0197-63-4265

綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ 中高年に愛をこめて・・・
大ホール　開場 13：00　開演 13：30 世界芸能（株） ＴＥＬ 022-222-4997

小椋 佳「歌談の会」
大ホール　開場 16：30　開演 17：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

ピアノハーモニーの会　発表会
中ホール　開場 14：15　開演 14：30 ピアノハーモニーの会 ＴＥＬ 0197-65-5733

第45回歳末助け合い市民芸能大会
大ホール　開場 9：30　開演 10：00 北上市地域婦人団体協議会北上支部 ＴＥＬ 0197-69-2041

エレクトーン発表会
中ホール　開場 12：45　開演 13：00 （有）北上正時堂 ＴＥＬ 0197-63-3408

交通安全のつどい2012
中ホール　開場 13：00　開演 14：00 北上市生活環境部生活環境課生活安全係 ＴＥＬ 0197-64-2111（内線3416）

青色申告決算説明会
中ホール　開場 ①9：30②13：00　開演 ①10：00②13：30 花巻税務署個人課税第一部門 TEL 0198-23-33431（内線44）

第5回音楽舎ピアノ発表会
中ホール　開場 13：00　開演 13：30 ピアノ音楽教室 音楽舎 ＴＥＬ 0197-63-2356

吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ　第14回定期演奏会
大ホール　開場 13：30　開演 14：00 吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ ＴＥＬ 050-3496-6825（留守録対応）

入場無料
（要入場整理券）

未就学児
入場不可

問合せは
土、日、祝日除く
9時～17時

小学生以下
無料

市内小学生
対象に行う
公演です

小学生以下
無料

高校生以下
無料

（要整理券）

600 800

800 1,000

2,000 2,000

1,200 1,500

1,000 1,000

5,500 5,500

4,800 4,800

1,000 1,200

－

－

－

－

－

－

－

－

－

完売全席
指定

全席
自由

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

全席
自由

全席
自由 － －

全席
自由 － －

整理券
配布中
ホール取扱

全席
自由

入場無料
（要入場整理券）

全席
自由

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

全席
自由

ホール取扱
予定

全席
自由

全席
自由

3階
自由

－ －

－全席
自由 － －

子どもの国 虹色　虹色発表会
中ホール　開場 8：30　開演 9：00 子どもの国 虹色 ＴＥＬ 0197-67-4674

－

－

全席
自由 － －

発売中
ホール取扱

－ －

全席
自由

全席
自由

発売中
ホール取扱

全席
自由

全席
自由

全席
自由

全席
指定

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

全席
指定

全席
自由 － －

全席
自由

400 500全席
自由

全席
自由 － －

全席
自由 － －

全席
自由 － －

－全席
自由 － －

三曲

謡・仕舞

民謡

芸能

コンクール

演劇

オペラシアター

発表会

発表会

演劇

コンサート

つどい

未就学児入場不可

託児アリ

未就学児入場不可

託児アリ

未就学児入場不可

託児アリ
１1/8（木）

11/10（土）

11/11（日）

11/11（日）

11/16（金）

11/17（土）

11/17（土）

11/18（日）

11/18（日）

11/19（月）

11/21（水）

11/21（水）

11/23（金・祝）

11/23（金・祝）

11/24（土）

11/25（日）

１1/25（日）

11/27（火）

11/28（水）

12/1（土）

12/1（土）

12/2（日）

12/2（日）

12/4（火）

12/6（木）

12/8（土）

12/9（日）

説明会

説明会

トークライブ

トークライブ

5,500（ペア5,000×2枚）
仮設イス席  5,200

※一般鑑賞は３階席のみとなります

一般 1,500
高校生以下 1,000

一般 1,500
高校生以下 1,000

一般 1,000
高校生以下 500

一般 1,000
高校生以下 500

大人 1,500
中高生 1,000

一般 1,000（３階自由席）

大人 2,000
中高生 1,500
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