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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

1月15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

みらい
そう うぞ あなたとともに…

2013年11月27日
さくらホールは
開館10周年を迎えます！
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全国高等学校総合文化祭　郷土芸能の部
最優秀賞受賞「北上翔南高等学校鬼剣舞部」
も出演！日本一の発表をお楽しみください！

<こどもちゃれんじ>でおなじみの「しまじろう」が、さくらホールへ
遊びにくるよ！元気いっぱい、楽しい一日をいっしょに過ごそうね！

今回は「しまじろう」公演と同日開催！

さくらホールナラデワ遊びを
お楽しみください！
※イベントの詳細は次号に掲載予定ですので、お楽しみに！

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

主催
合唱団
募集中

西本智実指揮　ベートーヴェン「第九」演奏会

ＬＥＧＥＮＤコンサートinさくらホール
西本智実指揮ベートーヴェン「第九」演奏会支援事業

さくらホール開館10周年記念

菅原浩史さん（バリトン）が第九に出演！

音楽

共催
コンサート

主催

発売中

主催
1/5
発売開始

主催

発売中

鬼よ燃えろ！
冬の みちのく 芸能まつりPart４
2/10
（日）

3/24
（日）

3/24
（日）

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

主催：北上市文化財活性化実行委員会

6/23
（日）

4/13
（土）

大ホール　開演14:00
鑑賞チケット 一般 2階席5,000円 3階席4,000円
  小中学生 2,500円
合唱団参加料 一般 5,000円 小中学生 2,500円
岩手県内沿岸地域の方無料
※未就学児入場不可、予約制託児サービスあり（有料）

中ホール　開場16:00 開演16:30 
全席指定
大人4,200円 ペア3,800円×2枚　小中学生3,000円 
親子ペア3,800円×1枚＋3,000×1枚
※ペア券はさくらホール大人券2枚
　又は小中学生券との同時購入に限る
※ペア券、小中学生券は、さくらホールのみの取り扱い
※未就学児入場不可、予約制託児サービスあり（有料）

民俗芸能

がんばろう東北！ 芸能をとおして絆を深める舞台

【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

リーディングは「声を出して台本を読む」という
方法で、基本的なセリフの立ち上げ方や台本の
読み解き方など、芝居が創られていく基本となり
ます。演出家の視点が分かると、より作品の
理解が深まります。今回は、新国立劇場演劇芸
術監督の宮田慶子氏を講師に迎え、北上市民
劇場参加者や高校演劇部の皆さんを対象に行
いますが、どなたでも見学自由ですので、興味の
ある方は、是非どうぞ！

　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。
　上演時間は85分を予定しています。

公開リーディングワークショップ開催！
平成25年
1月12日（土） 16：00～19：00
 13日（日） 12：00～17：00
さくらホール練習室にて

講師： 新国立劇場演劇
 芸術監督・演出家

 宮田　慶子

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

中ホール 開場14:30 開演15:00
夜追加公演 開場18:00 開演18:30
全席指定 一般5,500円（ペア5,000円×2枚） 小中高生2,500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）1/27

（日）

「こどもに開かれた」大人の演劇を、
あらゆる世代の皆様に向けて
お届けします！

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

発売中

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

指揮/ 西村智実

鑑賞チケットが2、3階席だけなのはなぜ？
１階席は合唱のための座席＝合唱席となります。この座席
は楽譜を見ながら歌うことができます。今から練習すると本
番でバッチリ歌えます、合唱団に参加してみませんか？
練習会を見学することはできますか？
パート練習会の見学はいつでもOKです。大人は毎週木
曜日と土曜日、子どもは毎週日曜日に練習しています。開
催状況をお問い合わせの上、直接会場へお越しくださ
い。初心者大歓迎です。

発声練習や発音記号の読み方など、先生が笑いを交えて
説明して下さいました。ドイツ語の基本の指導も素晴らしく、
初心者でも理解しやすかったです。（運営サポートメンバー）

疑問を解決！
Q
A

Q
A

A

みんなで創る「歓喜の歌」
ご自分のペースに合わせて
練習会に参加できます。
この機会に「第九」の合唱に
チャレンジしてみませんか？

感受性豊かな子ども達に観てもらいたい作品ですので、
学生料金をご用意しています！是非、親子でご覧ください。 しまじろう、みみりん、とりっぴい、にゃっきいがやって来たのは、美しくて楽しいおとぎ

の国。素敵なメアリー姫やお友達のトントン、そしてお城のゆかいな仲間たちとの出会
い・・・しまじろうと会場のこどもたちの新たな冒険がはじまります！

しまじろう、みみりん、とりっぴい、
にゃっきい、歌のお姉さん、メアリー姫、
侍女のジュリエッタ、召使い(ダンサー)、
メアリー姫のお友達 トントン 
約７５分 （第１部／休憩／第２部）

★出　　演★

★公演時間★

民俗芸能の発表

注目の出演団体！

なまはげ
太鼓

田子の杜
の芸能 鵜住居虎舞

この4名の出演者の組合せが気になる！嬉しい！どんな内容になるのか
ワクワクする！公演日が待ちきれないという方も多いことでしょう！いよいよ
新国立劇場で「音のいない世界で」が開幕！一足先に観劇！

　稽古場で出演者やスタッフが創造力を共有し
あいながら、創り上げていった作品です。演劇
界、ダンス界、バレエ界で活躍する出演者の皆さ
んの持ち味や想いが1×4以上に膨れ上がって、
不思議で独特な世界観をもった作品に仕上がって
います。1月20日まで続く公演期間中にも、どん
どん生まれ変わっていく素敵な予感があります！
　皆さんのお楽しみのため、内容はあまりお知らせできませんが、この作品は
長塚さんと首藤さんがあるバ―で見かけた蓄音機がきっかけだったとのこと。
「カバン」にしか見えないのに、持ち運びできる音・・・そこから「音が盗まれ
たらおもしろいよね。」と膨らんでいったアイディア・・・。
　円盤の上を季節が巡り、不思議な人 と々の出会いを通して「多分とても大切
なものを失くしてしまったけど、それが何だったか」を見つける旅が進んでいき

ます。4人で全ての役を演じ分けているのも、
見所です。皆さんもリラックスして客席に座っ
て、シンプルながら深～いメッセージを受け
取ってください！自分に置き換えてみる、想像
を広げてみる、何度も何度もいろいろなシー
ン、セリフが思い返され、自分の中に残ってい
く舞台になること、間違いありません。（u）

Sakura Zoom Some Knowledge of THE STAGE

創造力を、想像力で受け取る楽しみ！

ⓒ谷古宇正彦

ⓒ谷古宇正彦

近藤良平 首藤康之 松たか子長塚圭史

16：00
キッズパラダイス
おしま～い

11：30～
12：45

しまじろう公演
（有料）

14：00～
15：15

しまじろう公演
（有料）

15：15～
キッズ

パラダイスで
あそぶ

12：45～
キッズパラダイスで
お昼ご飯＆あそぶ

　バリトンの菅原浩史さんは、一関市出身の声楽家。さくらホール開館
10周年記念事業ベートーヴェン「第九」演奏会（6/23）のソリストを務
めます。ＬＥＧＥＮＤファンは勿論、「第九」に参加される方は必見です。
みんなで菅原さんを歓迎しましょう！

　第36回目の市民劇場は、「過去の
名作アンケート」で人気第1位を獲得した
「第14回 ぐず兄 ずる兄 たんぱら三郎
～更木民話より」をモチーフとして新た
なものがたりを創ります。なお、キャスト・
スタッフ共に大募集中です！p.3に詳細
情報を掲載しておりますので、そちらも
是非ご覧ください。

あらすじ
昔々のおはなしです。雄大な日高見川を望みながら旅する青年・
太郎がおりました。ある日、村はずれの山ふもとで行き倒れてしまった
ところ、スミ婆さんと孫娘・ナルに助けられます。二人は里村との交流
を絶ち小さなあばら家でひっそりと暮らしておりました。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・・・。
「姥捨て山」の説話をベースに、せつなさの中にも面白可笑しい
ドラマを盛り込みました。お楽しみに。

2005年、東京を中心にオペラ、コンサートなどで活躍する国立音
楽大学出身の男性オペラ歌手5人が一堂に会して行なった「一
夜限り」のコンサートが、それまでのクラシック音楽の印象を打ち
破る画期的なステージとしてクチコミで広まり、翌2006年「日本初
の男性5人組オペラユニットＬＥＧＥＮＤ（レジェンド）」として正式に
結成。メンバーはそれぞれオペラの本場、イタリア留学経験を持
ち、国内外のコンクール受賞歴のほか数々のオペラやコンサート
に出演する実力派揃い。コンサートは年々その規模を拡大し、
2010年には年間200本以上のコンサートをこなし、ついに観客
動員数が20万人を超え、そのほとんどが完売になるなど、今日で
はクラシック音楽ファンのみならず、新時代のエンターテインメン
トとして人気を集めている。

第36回北上市民劇場
月の満ちるはホーイホイ
～ぐず兄 ずる兄 たんぱら三郎をモチーフにして

中ホール 23日 開場17:30 開演：18:00
 24日 開場13:30 開演：14:00
全席自由 前売1,000円 当日1,200円 
 小学生以下無料

2/23
（土）

　・24
（日）

演劇

【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

プレイ
ガイド

新時代のクラシック
エンターテインメント
＝ＬＥＧＥＮＤ

★パート練習会が始まっています★
・12/15（土） 一般昼クラス 参加者153名
・12/16（日） 子どもクラス 参加者21名
・12/20（木） 一般夜クラス 参加者54名

電話・窓口・インターネット販売 1月5日（土） 9：00～

電話・窓口・インターネット販売
1月12日（土）
10：00～

電話・窓口・インターネット販売 2月11日（月・祝）9：00～

鑑賞チケット鑑賞チケット

【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

＊＊＊ 12/20（木）パート練習会レポート＊＊＊

練習
状況

全館　はじまり10:00 おしまい16:00（予定）

各コーナーごとにタイムスケジュールがあります。
入場無料※一部のコーナーで参加料・材料費有料

パラダイス

主催

家族の遊び場・キッズパラダイス2013 10：00
キッズパラダイス
はじまり

第一部…北上の民俗芸能
 北上市内の多様な民俗芸能を楽しむ
第二部…若人の熱演
 民俗芸能に取り組む青少年の熱演
第三部…まつりの賑わい
 まつりの競演により賑わいを演出
第四部…鬼よ燃えろ！
 「鬼」たちの饗宴で大いに燃えよう！

・なまはげ太鼓（秋田県男鹿海洋高等学校）
・田子の杜の芸能（青森県田子高等学校）
・鵜住居虎舞（釜石市）

「しまじろう」公演と各コーナーを
組み合

わせ

て
♪

♪キ
ッズパラダイスな一日を！

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

気になるトイレ・・・・・

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。

※12月21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

vol.38
使ってみよう!!

会議室1・2

　謹んで新年のお慶び申し上げます。今回ご紹介する会議室は大人数の会議にはも
ちろんですが、写真右のようにパーテーションで仕切ると会議室１・会議室２として、それ
ぞれ独立して使用することもできるお部屋です。少人数の会合や英会話レッスンなど
にも対応できますね。お客様のＰＣをプロジェクターにつないで大型スクリーンへ投影
することも可能ですので、思い出の鑑賞会を開催するなど、2013年はぜひ会議室の
可能性を引き出して、あなただけの新しい使い方を見つけてください！（あさ）

会議室１ 約18帖（30㎡） 1時間300円 ／会議室2 約18帖（30㎡） 1時間300円
ＬＡＮ環境があります　※マイクなど別途機材代かかります

皆さま今年もよろしくお願いします。さくらー
マンが紹介する様々なファクトリーのご利用を
待ちしております。新年最初は36帖の大きな
「会議室」を紹介します。

問い合せ先:カワイ音楽教室 北上センター 0197-67-1783

問い合せ先:ギルドネクスト 022-222-2033（平日11:00～18:00）

問い合せ先:ストー企画 090-2791-1406問い合せ先:（株）BABY－CLUB 0197-63-4115

　カワイ音楽教室とカワイ音楽教育研究会会員の生徒さん
によるうた、ピアノ、ドリマトーン（電子オルガン）のコンクール
です。うたは幼児から小学６年生までが対象。ピアノ＆ドリマ
トーンは中学３年生までが対象です。ピアノはソロの部と連弾
の部が実施されます。

 3月11日前後に仙台、盛岡、郡山で、松山千春、伊勢正三を
主体に開催される復興応援コンサート『あの日を忘れない』の
収益金及び南こうせつ等のご支援により、特別料金にて開催
します。是非、皆様ご一緒にお楽しみください！ 

　今回で7回目となる24時間託
児所ＢＡＢY-ＣＬＵＢの発表
会。創作舞踊の鬼剣舞、園児
発表、ものまねそっくりさん堀ノ
内孝雄さんのショーなど、今年も
多彩な内容での5時間です。

高さが違うのはホント？

Vol.44 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。

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

奥州市文化会館
（Zホール）
大ホール

盛岡市民文化ホール
（マリオス内）
展示ホール

盛岡市民文化ホール
（マリオス内）
大ホール

1/5（土）
もりしん創業110周年記念スペシャル
「ダリ展」

2/11
（月・祝）

岩手県民会館
大ホール

花巻市文化会館
大ホール

胆沢文化創造センター
大ホール2/10（日）

3/17（日）

6/27（木）

3/20
（水・祝）

1/13（日）バッハからの贈り物
～珠玉のカンタータ～Vol.2

新舞踊　花形
佐藤めぐみ20周年記念公演

岩手県民会館
大ホール2/23（土）いわてフィルハーモニー

第1回定期演奏会

山口智充東北初ライヴ♪
ぐっさんの全国縦断100カ所ライヴ

プラハ放送交響楽団

盛岡市民文化ホール
（マリオス内）
大ホール

盛岡市民文化ホール
（マリオス内）
大ホール

3/14（木）

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。

　ふだん何気なく馴染んでいる大切な道具ですが、今まで気にと
めることもなく使用していました。
　先日出張に行った際、急いで便座に座ろうとしたらすぐに「ゴツ
ン」と感じたことがあり、不思議に感じてホールにある便器の寸法を
測ってみました。すると図のように、洋式便器の高さは目的によって
高さが違うことがわかりました。
　ホワイエなどにある一般的な便器の高さは４１cm、多目的トイレ
は４５cmでした。ご高齢の方が生活している他の施設から聞くと
３５cmと低めに設定されているものがあるとのこと。また和式の便
器も多めに用意されているそうです。我が家では２０年あまりお世話
になっていますが、40cmでした。
　さくらホールでは、和式を含めて３通りのトイレが用意されていま
す。私たちをとりまく生活も多様化してきており、さまざまな器具が便
利に用意されていることがありがたいと思います。（千）

カワイ音楽教室 音楽コンクール

第7回
ＢＡＢY-ＣＬＵＢ発表会

中ホール　19日 ①開場10:15 開演10:30 ②開場13:40 開演14:00
 20日 ③開場9:45 開演10:00 ④開場14:00 開演14:15
全席自由　入場無料

1/19
（土）

・20
（日）

大ホール　開場9:00 開場9:30
全席自由　入場無料  

2/2
（土）

コンクール

コンサート

入場
無料

入場
無料

2/23（土）・24（日）

鬼柳実紗 【役者：ナル役】
私は江釣子中の2年生です。ナルは両親
を亡くしお婆さんと二人暮らしの13才の
女の子。村の掟「うばすて」の為、お婆さ
んとも離ればなれになってしまいます。たっ
た一人で生きていく覚悟をしなければなら
ないナルは、家族と暮らせる幸せを私に
教えてくれました。皆さんにも幸せを思い、
感じてもらえるように一生懸命演じます。

小原伽奈 【スタッフ：照明係】
演劇の舞台がどのように作られるのかを
現場で見たいと思い、今年初めて市民劇
場に参加することにしました。演劇初心者
の私には初めて聞く言葉ばかりですが、そ
の分新たな発見も多く楽しく活動していま
す。舞台の成功を目指して、2月の本番ま
で市民劇場の仲間と知恵を出し合いなが
ら、丁寧に舞台を作っていこうと思います。

参加者大募集！
第36回北上市民劇場
「月の満ちるはホーイホイ
  ～ぐず兄 ずる兄 たんぱら三郎をモチーフにして」

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 

年齢不問
参加無料

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

発表会

※詳細はＨＰへお問合せください。
http://www.baby-club.jp

　今回で第5回目を迎えるお楽しみ
華舞台。市内で活躍中のやよい会・
日民やよい会・染正穂会・宥扇会・千
寿会・舞稲会・小澤会による舞踊発
表はとても見ごたえのある華舞台で
す。毎年ご鑑賞数は満席状態ですの
でお早めに入場券のご購入をおすす
めいたします。

第5回 お楽しみ華舞台
中ホール　開場9:40 開場10:30
全席自由　前売1,500円 当日2,000円

2/11
（月・祝）発売中

舞踊

参加者の声

週末よしもと
盛岡＆北上 お笑い祭り！

あの人気芸人たちが
スペシャルコントや
爆笑トークで会場を
盛り上げます。
たくさん笑ってたっぷり
楽しんでください。

宮川大助・花子、中川家
ＦＵＪＩＷＡＲＡ、はんにゃ 
ハイキングウォーキング
エハラマサヒロ、アンダーエイジ

お笑い

共催

発売中
3/9
（土）

大ホール 開場16:30 開演17:00
全席指定
1階席 前売3,500円 当日4,000円
2・3階席 前売2,500円 当日3,000円

復興応援『その日が来るまで』
南こうせつコンサート

共催
1/12
発売開始

3/12
（火）

大ホール 開場18:00 開演18:30
全席指定
特別席5,250円 普通席3,150円
（普通席に限り65歳以上シルバー1,500円割引）
※未就学児入場不可

【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
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

インターネットチケットサービス　http://www.sakurahall.jp
ローソンチケット　チケットぴあ　イープラス

①専用ハガキをポストに投函（切手不要）※さくらホールにあります。
②FAXで専用ハガキを送信　FAX 022-222-2622
③ホームページの申込フォームから申込　http://www.guild-next.jp/

プレイ
ガイド

出 演 者

♥
♥

伊奈かっぺい　コンサートーク2013
津軽。りんご老い訳

お わけ

エキストラになって舞台に立ってみたい！裏方として演劇づく
りに触れてみたい！そんなあなたを市民劇場は待っています。
是非、一緒にやりましょう！

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

押せ
押せ！

邪魔しない！
はさまっ
ちゃうぞ一般先行予約中　12月7日～1月11日（金)

電話・窓口・インターネット販売 1月12日（土） 9：00～

P3 P4

多目的トイレ

一般トイレ

41cm

45cm



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

楽器別性格占い！？

★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！

ー演奏する楽器によって性格が分かる「楽器別性格占い」っていう
のをこないだ見つけたんですけど。これ、結構当たってますよね。
鎌田政美（以下Ｋ）：実感としても結構「あるある」と思いますね。
大人の話ですけど、トロンボーンの人が飲むとクドイ、とかね（笑）それ
とトランペットはとにかく明るい反面、集団行動は苦手、とか。
髙橋瑞恵（以下M）：それ、ホルンは逆に得意かもしれない。
ーそうですね、瑞恵さんは、いろんな活動を掛け持ちされてますしね。
ホルンは木管ともうまくやっていかなきゃないし、繊細さと協調性が
あって、IQ高いイメージ。
M：いやいや（笑）トランペットこそ花形じゃないですか。
ー音が大きいんで目立ちますからね。クラリネットとかフルートと同じ旋
律吹いているんだけど、静かな終わり方をする曲は基本省かれる（笑）
Ｋ：クラリネットは緻密な人かな。連譜が多いから、いかにまとまって、
グループでこなすかと言う能力に長けている。それからサックスは木
管楽器ですが、比較的新しい楽器なのでいろんなジャンルに興味を
持つ人が多いかな。好奇心旺盛なタイプ。打楽器は一発にかける

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！ 

楽器だから、冷静で客観的な人が多いかな。
ー占いをやって見たら、瑞恵さんはなぜかチューバタイプで
したね。金管楽器で最も低い音をだすチューバは、力強い
音を発するので、カリスマ的要素もある。しかし聴衆から意
識される事はあんまりない為引っ込み思案だって。
M：当たってるかも！でも、意識されないんだ（笑）こういう占い
って以外と当たったりしますよね。

　12月14日の放送には、「北上吹奏楽団」の事務局長、髙橋瑞恵
さんと楽器店「音楽の森ヴァース」の鎌田政美さんが出演。私も含め
楽器を演奏する3人が集った為、音楽談義に花が咲きました。

　この占い、あくまで参考程度でトロンボーンの人がみんな
クドイわけではないですが（笑）、出た結果を見ながらワイワイ
盛り上がるのも楽しいですよね。音楽好きが三人集まると
こんな風になるんだなあ、と楽しくお話させて頂きました（裕）

平日ランチタイム11：00～14：00
カフェタイム14：00～18：30（ラストオーダー）
駐車場 さくらホール内
カフェ＆レストランBibはさくらホール正面玄関左側
tel&fax.0197-72-7765

Cafe & Restaurant
寒い季節がやってきましたね！1月の
Bibはあったか～いランチが登場します！
HOTする鴨～手延そうめん！！！
イマまでにない味わいが、おそらく県内
初カモーン。食べて体の芯から温まっ
て、風邪予防も肌もツルツルしますよ！
（鴨の名産地台湾産使用。味付けは
もちろん当店の考案で、そしてだしに
ぴったり合います。）最高の一品をみん
なで堪能してください。
＜お知らせ＞
2013年から店休日が変更になります。
定休日：毎週月曜日

vol.19 身近な便利グッズ
　季節は冬となり、道路は歩行者も自動車も気をつけなくて
はいけない季節ですが、舞台もすべりに対して注意している
ことがあります。それは山台（やまだい）です。山台とは箱足
（はこあし）と平台（ひらだい）という道具で組み立てる台で
す。小ホールやミュージックルーム１では舞台として山台を組

み立てます。その上を人が歩く程度は影響がありませんが、鬼剣舞やストーリートダンス、バンド
ライブなどのような激しい舞いや動きがあった場合、山台に対し上下左右へ強い力が加わり
箱足や平台がずれて、場合によっては山台が崩れ、転落の恐れもあります。そこで登場するの
がホームセンターや１００円ショップ等で売られているすべり止めシート。よくカーペットや車内の
小物のすべり止めとして見かけますが、舞台では「床と箱足の間、箱足と平台の間」に敷き、
山台を支えています。効果は絶大で、季節にかかわらずとても頼りになるグッズでした。(nin)

各種宴会・新年会承ります

すべりどめシート

（第三火曜日は休館日のためお休みします）

〒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
FAX 0197-63-4505
IP 050-3733-5560

e-mail abemycar@luck.ocn.ne.jp

有限会社
阿部マイカーセンター

　スズキ小型車ディーラー“スズキアリーナ”の
（有）阿部マイカーセンター。スズキの小型車をメイ
ンに各メーカーの新車をはじめ特選中古車を販売
しております。東北運輸局指定工場を完備してお
りますので、車検・一般整備・板金塗装・各種用品
販売・自動車保険など、お客さまのカーライフに関
するニーズに素早く対応いたします！！
「環境に優しい自動車販売・整備事業場」
を目指し、社員一同取り組んでおります。

当社一押し！当社一押し！
エネチャージ搭載！
新型ワゴンＲデビュー!!

全グレード免税対象
自動車取得税・自動車重量税

免税100％

車に関することは阿部マイカーセンターさんに決まり！
自分にあった車を探してみては！

vol.36

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】

謹
賀
新
年

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

「和の衣さとう」
お電話お待ちしておりますさくら染家

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！！

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

（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

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

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）

月曜日来店の方、日替り定食
770円→¥700円！

各種オススメ料理ご用意しております

・除　　　　　　雪
・粗大ゴミ等の処分
・ハウスクリーニング

鈴木健策

アロマセラピー
専門店ショップ

〒024-0083　北上市柳原町5-14-22
（さくらホール第2駐車場向かい）

予約・お問い合わせ 0800-800-5679

スクール
エステティック

リラクゼーション

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
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4
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さくら野
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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

2014年2月の大・中・小ホール（区分利用）
2013年5月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

2013年2月の利用調整会議
2月1日（金）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12月21日現在さくらホールイベントカレンダー

吹奏楽

コンサート

ピアノ

コンクール

コンサート

オペレッタ

午前から混雑

午前から混雑

午前から混雑

午後から混雑

午後から混雑

午前から混雑

午前から混雑

午後から混雑

午後から混雑

平成25年　北上市消防出初式
大ホール　開場 9：30　開演 10：00 北上市消防防災課 ＴＥＬ 0197-64-2111（内線3713）

平成24年度　第22回北上市教育研究発表会
大ホール　開場 12：30　開演 13：15 北上市教育委員会学校教育課 ＴＥＬ 0197-64-2111

岩手県立黒沢尻工業高等学校吹奏楽部　第56回定期演奏会
中ホール　開場 14：00　開演 14：30 岩手県立黒沢尻工業高等学校 ＴＥＬ 0197-66-4115

郷土の歴史講演会「一揆の心、芸能の心」
小ホール　開場 13：00　開演 14：00 金野昭人 ＴＥＬ 0198-24-2838

平成25年　北上市成人式
大ホール　13：00～13：45 北上市教育委員会 生涯学習文化課 ＴＥＬ 0197-61-3232

カワイ音楽教室　音楽コンクール／こどもコンクール／うたのコンクール
中ホール 19日 ①開場10：15 開演10：30 ②開場13：40 開演14：00
 20日 ①開場9：45  開演10：00 ②開場14：00 開演14：15　

しまじろう おとぎのくにの だいぼうけん
大ホール　1回目 開場11：00 開演11：30　2回目 開場13：30 開演14：00
 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

カワイ音楽教室北上センター
ＴＥＬ 0197-64-0333

音のいない世界で
中ホール　① 開場14：30 開演15：00　② 開場18：00 開演18：30 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

第22回北上学園チャリティーコンサート
大ホール　開場 13：00　開演 13：30 専修大学北上高等学校 ＴＥＬ 0197-63-2341

第7回ＢＡＢＹ－ＣＬＵＢ発表会
大ホール　開場 9：00　開演 9：30 （株）BABY-CLUB ＴＥＬ 0197-63-4115

岩手県ピアノ音楽協会　ピアノ演奏検定試験
中ホール　2日 開場9：30 開演10：00　3日 開場10：00 開演10：30 
 （社）岩手県ピアノ音楽協会　北上支部 ＴＥＬ 0197-67-3853

第17回建築家展
小ホール　10：30～18：00 ＡＳＪ奥州北上スタジオ（伸和ハウス（株）水沢店） ＴＥＬ 0197-25-5365

還付申告無料相談
小ホール　9：00～15：00 東北税理士会花巻支部 ＴＥＬ 0197-63-3217

2013 第5回 お笑いと歌と踊りの「お楽しみ 華舞台」
中ホール　開場 9:40　開演 10:30 ストー企画 ＴＥＬ 090-2791-1406

Nur（ヌール） Belly Dance school Esmeralda 発表会
中ホール　開場 13:30　開演 14:00 Belly Dance school Esmeralda（千葉） ＴＥＬ 080-5563-9329

専修大学北上高等学校　予餞会
大ホール　開場 9:50　開演 10:00 専修大学北上高等学校 ＴＥＬ 0197-63-2341

平成24年度　北上市児童生徒表彰式
中ホール　開場 13:30　開演 14:00 北上市教育委員会学校教育課 ＴＥＬ 0197-64-2111

第14回北上ミューズコーラス隊公演 オリジナルオペレッタ「ユクマンクル」～歌の神様～
大ホール　開場 13：30   開演 14：00　第1部 合唱　第2部 オペレッタ 
 北上ミューズコーラス隊（加藤） ＴＥＬ 0197-64-0999

守屋教育映画・名作こども映画会
大ホール　開場 10：00　開演 10：30 守屋教育映画 ＴＥＬ 0282-23-7156

週末よしもと 全国お笑いライブ 盛岡&北上 お笑い祭り！
大ホール　開場 16：30　開演 17：00 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

第36回北上市民劇場 月の満ちるはホーイホイ～ぐず兄 ずる兄 たんぱら三郎をモチーフにして
中ホール　23日 開場17：30 開演18：00　24日 開場13:30 開演14：00 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

午前中
駐車場貸切

教職員対象
一般参加
不可

一般の方の
入場不可

受付終了
14：00

小学生以下
無料

5歳以上有料

4歳以下
膝上無料

関係者のみ

2歳以上
有料

全席
自由

全席
自由

全席
自由

300 400

全席
自由 400 500

全席
指定

全席
指定

全席
指定

全席
指定

全席
指定

全席
指定

全席
指定

全席
指定

－－ －

－

－

全席
自由 1,500 2,000

－

－ －

－－－ －

－－－ －

－

－

－ －

－－ －

－ －

－－ －

全席
自由 －－ －

全席
自由 －－ －

全席
自由 －－ －

出初式

成人式

発表会

予餞会

市民劇場

表彰式

お笑い

演劇

映画

未就学児入場不可

託児アリ

3歳以上有料

託児アリ

1/6（日）

1/8（火）

1/12（土）

1/13（日）

1/19(土）

1/27(日）

1/27(日）

2/2（土）

2/7（木）

2/9（土）

2/10（日）

2/11（月・祝）

2/14（木）

2/16（土）

2/17（日）

2/23（土）

3/9（土）

3/24（日）

1/19（土）
　～20（日）

2/2（土）
　～3（日）

2/2（土）
　～3（日）

2/23（土）
24（日）

ベリーダンス

芸能

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

全席
自由 1,500 2,000 発売中

ホール取扱

全席
自由 － 500

全席
自由 1,000 1,200 1/5

発売予定

1/4
発売予定

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

一般 2,000
小学生 1,000

一般 2,500
小学生 1,500

1階席 3,500
2・3階席 2,500

1階席 4,000
2・3階席 3,000

全席
自由

発売中
ホール取扱

一般 700
中学生以下 500

一般 1,000
中学生以下 800

一般 5,500（ペア5,000×2枚）
小中高生 2,500

3階席
1,700

1階・2階席
1,900

鬼よ燃えろ！冬の　　　　　芸能まつりＰａｒｔ4
大ホール　開場 10:00　開演　10:30 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

みちのく

展示会

相談会

講演会

発表会

舞踊
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