


「へ～～、なるほど」が詰まっています。

「第九」をもっと深く知り、楽しむための「ピアノ演奏を交えたレクチャー」です。曲がどうやって成り立って
いるか？を知ることで知識が深まり、合唱や演奏会をより楽しめます。「第九」演奏会に合唱参加する方、
演奏会を聴く方、クラシック音楽に興味のある方、皆さんに楽しんでいただける内容です。

6月11日（火）　無料（先着150名様、要申込み）
大ホール舞台上 全席自由 開場18:30　開演19:00

©Shuhei NEZU

音楽

6/23
（日）

大ホール　開場13:15 開演14:00
鑑賞チケット 一般 2階席5,000円 3階席4,000円 中学生以下 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

西本智実指揮
ベートーヴェン「第九」演奏会

主催

発売中

管弦楽／イルミナートフィルハーモニーオーケストラ

お気軽に♪

当日のみの1階合唱席参加も募集中。
・・

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

ヴァイオリン

さくらホール開館10周年記念特別公演
五嶋みどり＆オズガー・アイディン　デュオ・リサイタル

主催 9/14
（土）

大ホール　　開場15：30 開演16：00
全席指定
S席7,500円 A席6,500円(ペア券は各500円割引）
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）
※ペア券の取り扱いはさくらホールのみです。

曲目（予定）
ベートーヴェン：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 第3番 変ホ長調 Op.12-3
プロコフィエフ：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番 ヘ短調Op.80

※やむを得ない事情により曲目が変更となる場合があります。予めご了承下さい。

世界的ヴァイオリニストによる珠玉の演奏。
２０１３年、国内で一カ所のみのプレミアムコンサート開催！

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

さくらホール　これまでの歩み　すごろく

平成13年9月14日
工事着工

・検討委員会
・劇場コンサルティング
・市民によるワーキンググループ

どんなホール
にしたい？

平成15年11月27日
「さくらホール」オープン！

11月27日からの記念日ウィークは、
様々なイベントを準備中です!
10周年を彩る公演の数々は

次のページから！

11月27日、いよいよ
さくらホール10周年！
11月27日、いよいよ
さくらホール10周年！

オープニング公演の数々
松永貴志　ジャズピアノライブ
レニングラード国立バレエ「くるみ割り人形」
劇団四季アドベンチャーミュージカル「嵐の中の子どもたち」
聖トーマス教会合唱団クリスマスコンサート
10人のミラクルトランペッター クリスマスコンサート

落成記念式典
）日92（」INO・翔飛「しと落柿

オープニング記念市民フェスタ（27～29日）

さくらホール来館者　約250万人
さくらホール利用件数
（ホール　9,122件　ファクトリー　12,111件　計 130,233件）
さくらホール事業本数　224本（主催・共催）
※25年3月時点

平成16年12月18日
小澤征爾指揮新日本
フィルハーモニー
交響楽団演奏会

平成15年11月27日にオープンして
以来、毎日多くのお客様にご来館いた
だいています。これからもより一層ご
満足いただけるよう、職員一同励ん
でまいります。今後ともさくらホール
を宜しくお願いいたします。

平成21年6月13日
ロシア・ナショナル・
フィルハーモニー交響楽団
ピアニスト：辻井伸行

START!START!

GOAL!!GOAL!!GOAL!!
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

平成23年11月10日
来館者
200万人
達成！

当時14歳だった五嶋みどりさんがボストン交響楽団と共演したタングルウッド音楽祭での出来事。巨匠レナード・バーンス
タインの指揮で、「セレナード」を演奏中にヴァイオリンの弦が切れるというアクシデントに見舞われましたが、コンサートマ
スターのヴァイオリンに持ち替えて演奏を続けました。ところが、再び弦が切れ、次は副コンサートマスターのヴァイオリン
を借りて演奏を完遂。これにはバーンスタインも彼女の前にかしずき、驚嘆と尊敬の意を表しました。翌日のアメリカの新
聞に、「14歳の少女、タングルウッドをヴァイオリン3挺で征服」の見出しが、一面トップに載りました。アメリカの教科書「オ
ン・ザ・ホライゾン」にも［ＭｉＤｏｒｉ］というタイトルで紹介されました。14歳で巨匠バーンスタインと共演することだけでも大
変なことですが、二度のハプニングにもかかわらず、冷静に演奏を続けたみどりさんの物凄さがうかがえます。

日本人史上、最高の実力と評されるヴァイオリニスト五嶋みどりさんのご紹介（その１）

Alle Menschen werden Bruder
－全ての人々は兄弟になる－

Alle Menschen werden Bruder
－全ての人々は兄弟になる－

ベートーヴェン作曲「交響曲第９番」が初演されたのは１８２４年。約200年前の日本は江戸幕府、将軍は徳川家
斉。そんな遠い時代に作られた音楽を、今、私たちが歌い、聴き、感動する。これって奇跡的な事だと思いませんか？
ベートーヴェンも想像しなかったであろう、１時間以上あるこの長大な交響曲の中で、誰もが一度は耳にして口ずさむ

密。ところが全体的には難しい所も多く、その難しさを乗り越えて小学生から80代の人までが一つになって歌うこと、
ここに更なる感動があります。500人を超す合唱団の壮大なハーモニー。さくらホールの歴史に綴られる新たな1ペー
ジをご一緒に！！

かつてない壮大なハーモニーに包まれる、さくらホールの10周年。

ピアニスト・指揮者 中川賢一による
「第九」をもっともっと楽しむためのレクチャー

たくさんの人と
笑顔があふれるような･･･

平成15年9月30日
ホール完成！  

平成２４年11月27日
さくらホール開館10周年記念１年前プレイベント
さくらホールにシルブプレ！

さくらホールに縁の深いBBBBさんと松永貴志さんが友情出演！

小澤さんが
練習していた
子どもに

飛び込みレッスン！

たくさんの
取材陣！

平成２０年11月30日
５周年記念事業舞台構成詩
「祈り・川のながれに」

きもので
ひらた船を
つくったよ！

人々の
幸せや

発展に
祈りを

込めた
舞台！

たくさんの人が
見に来ました！

2004年度グッドデザイン賞
日本建設家協会優秀建設選005
2005年第46回建築業協会賞

受賞

それぞれの楽しみ方で
さくらホールを使って
いただいています。

愛称
さくらホール
に決定！！

レニングラード国立バレエ、東京バレエ団
Noism、熊谷和徳、コンドルズ
マリア・パヘス舞踊団　など

感動を伝えたい！
さまざまな公演

松竹大歌舞伎　市川海老蔵襲名披露
　　　　　　　中村勘三郎襲名披露等
野村万作・萬斎　さくらホール狂言会
鬼よ燃えろ！冬のみちのく芸能まつり
スポレク・さくら芸能フェスタ など

アンパンマンミュージカル、しまじろう
家族の遊び場「キッズパラダイス」（2005 ～）
青少年芸術鑑賞事業（小学生対象、2004 ～） など

歌舞伎はじめて塾（2009 ～、TAO太鼓＆笛 公開ワークショップ
熊谷和徳　タップダンス研修会、鼓童・太鼓レクチャー＆コンサート
東京バレエ団「クラス・レッスン会」
音のいない世界で「宮田慶子リーディング・ワークショップ」
きたかみサロン音楽会（20アーティスト、訪問先 53ヶ所、平成 18年～）など

、）～3002（ ブイラルナイァフ
ダンスコラボライブ（2004 ～ 2008）

森光子 お話しまショー、民俗芸能フェスタ 2007
音楽構成詩　岩手ゆかりの詩人・歌人をたどって

さくらホール・アート・フェスタ 2010
コバケンとその仲間たちオーケストラｉｎ北上
立川志の輔特別チャリティ公演 in さくらホール

指揮者・西本智実によるオーケストラリハーサル＆トーク
さくらホールにシルブプレッ！　など

さくらホールの日常写真集

ＮＨＫ交響楽団演奏会
新日本フィルハーモニー交響楽団演奏会
東京フィルハーモニー交響楽団
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団 など 順不同・敬称略

迫力を！オーケストラ

伝統を！歌舞伎・古典芸能

表現力を！バレエ・ダンス

劇団四季ミュージカル「コーラスライン」
宝塚歌劇、ブロードウェイ・ミュージカル「スウィング！」
劇団東京ヴォードヴィルショー、「おもいのまま」、
「地球の王様」、「音のいない世界で」、
北上市民劇場（27 回～） など

ドラマを！演劇・ミュージカル

出会いを！様々なアーティスト

未来へ！こどもたちへのプレゼント

興奮を！多様なミュージック
ブラスト !、東京スカパラダイスオーケストラ
ＴＡＯ、BLACK BOTTOM BRASS BAND
スアール・アグン、エリック・宮城＆EMバンドコンサート
ドラムストラック “ など

レ・フレール（ピアノデュオ）中丸三千繪(ソプラノ）、
アルド・チッコリーニ、松永貴志、天平（ピアノ）、
ビセンテ・アミーゴ(フラメンコギター）、coba（アコーディオン）、渡辺香津美、
押尾コータロー(ギター）、本田雅人、矢野沙織（サックス）、
五嶋龍、諏訪内晶子（ヴァイオリン）、が～まるちょば（パントマイム）  など

体験を！ワークショップやアウトリーチ

ワクワクを！
オリジナル公演

平成19年11月24日
来館者
100万人
達成！

ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで優勝した
辻井さん。受賞後初の凱旋コンサートはなんとさくらホール！　

人々の
幸せや

発展に
祈りを

込めた
舞台！

「鬼」をモチーフにした過去・現在・未来を表すオリジナル公演！

「鬼」をモチーフにした過去・現在・未来を表すオリジナル公演！

©Timothy Greenfield-Sanders

アレ  メンシェン ヴェンデル ブリューデル

平成25年度 文化庁
地域発・文化芸術創造

イニシアチブ

アレ  メンシェン ヴェンデル ブリューデル

※レナード・バーンスタイン（1918～1990）：20世紀を代表する世界的指揮者。『ウエスト・サイド物語』、『キャンディード』など作曲も多数。

「タングルウッドの奇跡」　-みどりさんの語り継がれる逸話-

P1 P2





主催・問い合せ先：
日本郷土民謡協会北上支部（菅原）0197-67-3721

主催・問い合せ先：「北上を楽しくする」会 モコの夜はこれから企画室　e-mail gakuya2010@yahoo.co.jp

民 踊

発売中

第22回日本郷土民謡協会
北上支部発表会　震災復興支援
助け合い民謡ショー
6/16
（日）

中ホール　開場11:00 開演12:30
全席自由　1,000円

主催・問い合せ先：北上フィルハーモニー管弦楽団（及川） 090-9741-8773

北上フィルハーモニー管弦楽団
第14回題名のある音楽会
～松永貴志とジャジーな時間～

6/30
（日）

大ホール
開場13:30 開演14:00
入場無料　全席自由
※要入場整理券　※入場制限なし　

クラシック

大震災から2年が経ち少しずつ復
興が進んでおりますが、少しでも義
援金をお届けしたいとの思いから
開催します。中学生から78才の会
員まで自慢の喉を披露します。又、
津軽三味線の合奏や踊り等々ス
テージいっぱいに繰り広げる楽し
い民謡絵巻です。

報道ステーションテーマ曲「オープン・
マインド」を作曲、演奏したことでも知
られている世界的ジャズピアニスト　
松永貴志さんをお迎えして「ラプソ
ディー・イン・ブルー」などを演奏しま
す。松永貴志さんとオーケストラとの
共演は滅多にない貴重な演奏会で、
しかも無料です。お早めにさくらホー
ルなどで整理券をお求めください！

音楽

発売中

整理券

コンサート用グランドピアノを大ホールで思い切り！
日本では希少楽器として有名なファツィオリ社製の
グランドピアノをたっぷりと弾く事ができます。

アンサンブルも可
オープンピアノDAY

１時間　2,000円（当日精算）
■参加料

※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

ピアノを使用したアンサンブルや伴奏練習
の利用に限り、５名以内で利用できます。

【注意点】
●１人一日２時間までご予約できます。
●ピアノは並行に並べ、移動はできません。
●ピアノの調律は行いません。

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2013（3回シリーズ）クラシック

主催
6/30
一般発売

10/8
（火）

"良質のクラシックを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。"

電話・窓口・インターネット販売
6月30日（日 ） 9：00～

【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

☆お得な3公演セット券
（一般・先着50セット）

何と60%割引！
セット券が断然お得！

5,000円 3,000円

Vol.1 
木管五重奏団 「Rai-on」inさくらホール

H25年
9/1（日）
ファツィオリF278
スタインウェイD-274
10:00～21:00

H25年
8/10（土）
ファツィオリF278
ヤマハCF－ⅢS
10:00～21:00

ファツィオリF278
ヤマハCFⅢ-S
10:00～21:00

H25年
10/22（火）

H26年
1/27（月）
ファツィオリF278
スタインウェイD-274
10:00～21:00

H25年
12/25（水）
ファツィオリF278
ヤマハCF－ⅢS
10:00～21:00

ファツィオリF278
スタインウェイD-274
10:00～21:00

H26年
2/12（水）

6/30（日）～
受付分

9/1（日）～
受付分

やっペし北上市民劇場を
盛り上げる会 

今年のやっぺし、始動！

市民参加型で創り上げる毎年恒例の市民劇場。
脚本はこれから題材選び・制作となりますが「参加するぞ！」ともう
決めているあなたの為に早速、募集開始です。

■募集対象 キャスト、スタッフ（脚本・装置・音楽・音響・
　　　　　　　　　  　　照明・衣装・化粧・美術etc.）
■参加無料・経験不問
■公演期日 平成26年2月22・23日（土・日）
■初顔合せ 平成25年11月16日（土）
■活動期間 初顔合せから公演終了日まで

Vol.2 
長富彩ピアノコンサート

出演：長富彩（ピアノ）、高木裕(調律師）

出演：江口心一（チェロ）

Vol.3 
江口心一チェロ・リサイタル　
2/7
（金）

12/9
（月）

出演
塩谷信洋（フルート）
弘瀬麻子（オーボエ）
大庭めぐみ(クラリネット）
鈴木希恵（ホルン）
田中正喜（ファゴット）

第37回北上市民劇場１

わいわい演っぺし～えんげき倶楽部

問合せ・申込み先

2
はじめに演技の基礎を楽しく学び、あとは自分たちでわいわいお
芝居にチャレンジ。楽しみながら仲間も作っちゃおう。

■参加資格 小学生以上ならどなたでも
■参加無料・経験不問
■期　　間 平成25年6月30日～11月10日
■時間・場所 さくらホールの部屋で調節方式
＊グループメンバーに合せてスケジュールを調整します。
＊稽古を重ね中間発表会、最終発表会も予定しています。

チャレンジ！あなたの作品がラジオドラマになる！？初心者にもやさ
しいカリキュラムでラジオドラマの脚本を書いてみませんか？
各自、作品の完成を目指します。

■参加資格 高校生以上ならどなたでも
■参 加 費 1,200円（初日にお支払いいただきます）
■講　　師 横澤信夫氏
■期　　間 平成25年7月2日～10月29日
 毎週火曜日　（全13回）
■時　　間 19:00～21:00（2時間）
■場　　所　さくらホール　オープンルーム

北上市民劇場はもちろんのこと、楽しい企画が目白押しです。
ここにご紹介しますので気になる企画をチェック！

NEWNEW新たにアンサンブル
利用もOKになりました

寺子屋演っぺし～おはなし書くべぇ3

■申込方法：  1  2  3 いずれの場合も、電話または窓口にて 
 事務局までお申し込みください。
＊申込書はさくらホールほか市内各所に置いています。

TEL:090-8617-5346
URL:http://www.teleblo.jp/shimingeki/
北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし事務局

＊完成作品は来期以降の放送劇脚本（原案）とさせて
  いただく場合もありますので、予めご了承ください。

や

や

＊稽古時間・場所は決まり次第、ご案内します。

主催・問い合せ先:高橋芸能企画 0197-85-3189

津軽じょんがら舞踊絵巻
山田ファミリー 新星☆劇団
2013年全国ツアー岩手公演
7/15
（月・祝）

大ホール　開場13:00 開演13:30
全席指定
前売　S席3,000円　A席2,000円
当日　S席3,500円　A席2,500円

主催：混声合唱団国立ときわ会、北上合唱アカデミー
問い合せ先:北上合唱アカデミー（高橋） 0197-67-3543

今回、私達は「混声合唱団国立ときわ
会」をお迎えし、ジョイントコンサートを開
催することにしました。クラシックから
ポップスまで、それぞれの持ち味を出し
ながら、より豊かな表現活動を展開出
来るものと確信しております。また、釜
石小学校6年生の皆さんの賛助出演
を頂きます。震災にも負けない元気な
歌声もお楽しみください。

北上声楽研究会
第32回 サロンコンサート
7/12
（金）

大ホール　開場18：00 開演18：30
全席自由
前売 大人1,200円 高校生1,000円
当日 大人1,500円 高校生1,200円
※小中学生以下無料 

声楽

発売中

発売中

北上合唱アカデミー
ジョイントコンサート
7/14
（日）

開場13:30 開演14:00
全席自由 前売 800円　当日 1,000円
 ※高校生以下無料

合唱

発売中

インターナショナル・トロンボーン・アンサンブル
日本ツアー2013 東北・岩手公演

7/11
（木）

中ホール　開場18:00 開演18:30
指定席（前売のみ） 一般“絆”3,500円
自由席（当日 500円増）
一般3,000円 学生2,500円 高校生以下1,000円

トロンボーン

発売中

舞踊ショー

加藤慶之（RAG FAIR）
MITSU MASAYA OLLIE（フレアバーテンダー）

モコの夜はこれから！5周年記念企画
音楽とフレアの夕べ～BAR IS OPEN！Another Side～
6/30
（日）

さくらホール 小ホール 開場17:00 開演17:30
前売4000円 当日5000円（フリードリンク付）
※お飲み物は十分にご用意させていただきますが、品切れの場合はご了承ください。

親子の競演！心を揺さぶる津軽
三味線の響き。兄将太郎の尺
八に、唄う光太郎の民謡名調
子。粋に、ダイナミックに、大衆
演劇流舞踊の数々。豪華絢爛
ラストショーに至るまで、ファミリー
ならではの、意気の合ったス
テージをお楽しみください。

主催：北上声楽研究会
問い合せ:先北上声楽研究会（高橋） 0197-64-1178 

阿部佳代 石井芳雄 宇月 東 
小野紘輝 佐藤智恵子 高橋汀子
pf 及川佐恵子 北條由香

五木ひろしと共に三味線で紅白歌合戦に出演!!

初夏の宵コンサートも回を重ね、32回を迎えました。第一
部は美しい日本の四季を彩り豊かに描く心の歌を。「あ
の町この町」「雨降りお月」など野口雨情の唄をアンサン
ブルで。第二部はヨーロッパの懐かしい町、愛、郷愁。そ
して10年前さくらホール開館記念で演じた喜歌劇「こうも
り」より配役を変えてのお楽しみ編。ソロ、重唱でウィーン
の社交界を北上版でお楽しみください。

主催・問い合せ先:インターナショナル・トロンボーン・アンサンブル
 日本ツアー2013 “プロジェクトＨ”実行委員会（鈴木） 082-424-3678

トロンボーンアンサンブルの世界チャンピオンが“トロンボーン王国”オラ
ンダから東北初登場！ヨーロッパのトップオーケストラ奏者9人、ジャズト
ロンボーンの世界的第一人者バート・ファン・リール氏、友情出演とし
て東北のプロ奏者、専修大学北上高校、花巻北高校の各吹奏楽
部トロンボーン奏者たちによる、一回限りのトロンボーンの饗宴です。

開場15:30 開始15:45 終了17:30
一部指定
※コンサートチケットをお持ちの方は
参加・聴講無料。ワークショップのみの
入場料は、後日ウェブサイト参照。 

ワークショップ

ゲスト

出演

各公演 小ホール　開場18:30 開演19:00
一般1,500 高校生以下1,000円

巨匠ホロヴィッツが絶賛したピアノ
『ローズウッド』を、ホロヴィッツに恋
したピアニスト長富彩が彩ります。

フランス流のエアーを感じられる美音を
お楽しみください。

これが木管五重奏？と思うほどの豊かな
ハーモニーをお届けします。

平成25年度 文化庁 劇場・音楽堂等活性化事業

座長 山田隆二

主催

音楽

6/30
～9/1
一般発売

P5 P6





さくらホールイベントカレンダー 2013年5月27日現在※その他の催し物についてはHPに掲載しております。
チケット
取扱い

駐車場
満車予測前　売 当　日会場 時間（開場・開演・終演※予定） お問い合わせ先（またはチケットのお求め先）

一般価格（円）
日　付

公演名
座席 その他

北上地区高等学校音楽連盟　第6１回初夏の演奏会
大ホール　開場14：30 開演15：00 終演17：45　 北上地区高等学校音楽連盟（安藤） ＴＥＬ 0197-63-2341

エレクトーンステージ/ジュニアエレクトーンフェスティバル2013 北上正時堂大会
中ホール　開場12：15 開演12：30 終演16：30 北上正時堂 ＴＥＬ 0197-63-3408

第41回全日本きもの着付選手権－東奥羽大会－
小ホール　開場12：00 開演12：30 終演15：00  大会委員長（小原優子） ＴＥＬ 090-4639-8063

歌舞伎プレセミナー「かぶきはじめて塾」
小ホール　開場13：30 開演14：00 終演15:30 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

平成25年度 北上医師会 市民公開講座
中ホール　開場14：30 開演15：00 終演16：30 北上医師会 ＴＥＬ 0197-63-4518

第22回日本郷土民謡協会北上支部発表会 震災復興支援 助け合い民謡ショー
中ホール　開場11：00 開演12：30 終演15：30 日本郷土民謡協会北上支部（菅原） ＴＥＬ 0197-67-3721

平成25年度算定基礎届事務説明会
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演15：30 日本年金機構花巻年金事務所厚生年金適用調査課 ＴＥＬ 0198-23-3351

西本智実指揮 ベートーヴェン 「第九」演奏会
大ホール　開場13：15 開演14：00 終演16：00 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

まるやま53周年記念祭 呉服・ファッション販売
小ホール　24日12：00～18：00 25日10：00～18：00 26日10：00～15：00 （株）まるやまサロン北上店 ＴＥＬ 0197-67-0155

北上声楽研究会　第32回サロンコンサート
中ホール　開場18：00 開演18：30 終演20：30 北上声楽研究会（高橋） ＴＥＬ 0197-64-1178

インターナショナル・トロンボーン・アンサンブル　日本ツアー2013東北・岩手公演
中ホール　開場18：00 開演18：30 終演20：30 ＴＥＬ 082-424-3678

専修大学北上高等学校吹奏楽部 第24回ファーストコンサート
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演16:30 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14回題名のある音楽会　～松永貴志とジャジーな時間～
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演16:00 北上フィルハーモニー管弦楽団（及川） ＴＥＬ 090-9741-8773

こすもす会 ピアノおさらい会
中ホール　開場14：15 開演14：30 終演16:30 こすもす会（高橋） ＴＥＬ 019-63-6110

モコの夜はこれから！5周年記念企画 音楽とフレアの夕べ～BAR IS OPEN! Another Side～
小ホール　開場17：00 開演17：30 終演21:00 「北上を楽しくする会」モコの夜はこれから企画室 Email gakuya2010@yahoo.co.jp

ＪＡいわて花巻 組合員のつどい 長山洋子 ふれあい歌謡ショー
大ホール　開場　　　　　　  開演　　　　　　  終演  ＪＡいわて花巻北上統括部生活ふれあい課 ＴＥＬ 0197-71-1340

ALIVE CNTROLLER 2013～next challenge～
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演16：30  controller dance company事務局 ＴＥＬ 090-7521-1992鳰原・矢沢（10：00～19:00）

水樹奈々　ＬＩＶE　ＣＩＲＣＵＳ　2013
大ホール　開場17：00 開演18：00  （株）ニュース・プロモーション ＴＥＬ 022-266-7555（平日11：00～18:00）

ナネアプアラニ・スクール・オブ・フラ北上 第4回発表会
大ホール　開場13：00 開演14：00  ナネアプアラニ・スクール・オブ・フラ北上（佐藤）ＴＥＬ 090-7667-7934

全席
自由
全席
自由
全席
自由
全席
自由
全席
自由
全席
自由
全席
自由

全席
自由

全席
指定

全席
自由
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自由
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自由

全席
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自由
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全席
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自由
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自由

全席
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発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

受付中
ホール取扱

主催者へ
お問い合わせ
ください

主催者へ
お問い合わせ
ください

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

配布中
ホール取扱

主催者へ
お問い合わせ
ください
主催者へ
お問い合わせ
ください

主催者へ
お問い合わせ
ください
主催者へ
お問い合わせ
ください

主催者へ
お問い合わせ
ください

400 500

1,000 1,300

1,000 1,000

4,000 5,000

1,500

2,0001,500

大人    1,200
高校生 1,000

大人    1,500
高校生 1,200

一般 800
小学生 500

7,000 未定

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料（要入場整理券）

入場券または座席指定
引換券が必要です。

入場無料

参加無料

無料（※要申込み）

専修大学北上
高等学校にて
チケット取扱中

一部出演者席
審査員席あり

当日先着順に
指定席と引換

※小学生以上
有料

※小中学生
以下無料

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

夕方から
混雑

託児アリ
未就学児入場不可

託児アリ

未就学児入場不可

※未就学児
入場不可

フリードリンク付

指定券”絆”3,500
は前売のみ

未就学児
無料

※3才以上
有料

7/14（日）

7/14（日）

7/15（月・祝）

7/20（土）

7/28（日）

7/10（水）

6/24（月）
～26（水）

7/6（土）
～7（日）

6/29（土）

6/30（日）

6/30（日）

6/30（日）

7/11（木）

7/12（金）

7/12（金）

松竹大歌舞伎　市川亀治郎改め　四代目市川猿之助襲名披露
大ホール　開場　　　　　　 　開演　　　　　　 　終演 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500[昼の部]12：30

[夜の部]17：30
[昼の部]13：00
[夜の部]18：00

[昼の部]16：00
[夜の部]21：00

6日（土）小学校・高校小編成・高校の部/7日（日）中学小編成・中学校・一般の部全日本吹奏楽コンクール 中央地区大会
大ホール　開場　　　　　  開演　　　　　　 終演　  ＴＥＬ 0197-66-4115

[6日]13：30
[7日]9：30

[6日]13:00
[7日]9:00

[6日]17:00
[7日]18：00

岩手県吹奏楽連盟北上支部事務局
（黒沢尻工業高等学校 佐々木）

①13：30
②17：30

①14：00
②18：00

①16：00
②20：00

ニイタカ音楽教室発表演奏会
中ホール　開場　　　　　　  開演　　　　　　  終演 ニイタカ音楽教室 ＴＥＬ 0198-22-3981①12：30

②17：00
①13：00
②17：30

①16：00
②20：00

Ｓ席7,000（ペア6,500×2枚） グループチケット（6,300×4枚以上）
Ａ席5,000（ペア4,500×2枚） Ｂ席4,000 3階席2,000
※ペア券・グループ券はさくらホールのみ取り扱い

鑑賞チケット 一般2階席5,000 3階席4,000 小中学生2,500
合唱団参加料 一般5,000 小中学生2,500 
※岩手県内沿岸地域の方合唱団参加料無料

6/8（土）

6/9（日）

6/9（日）

6/12（水）

6/15（土）

6/16（日）

6/20（木）

6/23（日）

インターナショナル・トロンボーン・アンサンブル日本ツアー2013”プロジェクトH”実行委員会（鈴木）

一般 3,000
学生 2,500
高校生以下 1,000

一般 3,500
学生 3,000
高校生以下 1,500

北上合唱アカデミージョイントコンサート
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：30 北上合唱アカデミー （高橋）ＴＥＬ 0197-67-3543

発売中
ホール取扱 1,000800 高校生以下

無料

－

－

－ －

営業時間・サービスセンターの
ご案内

基本営業時間 9：00～22：00

定休日 無し／365日営業

サービスセンター
の営業 9：00～22：00

※２２時以降や９時以前のご利用についてはお問合
せください。

※保守点検のため、利用時間を制限する日が月に１・
２回あります。詳細についてはお問合せください。

※夜１０時まで、チケットの販売や施設の受付、お問
合せなどすべてに対応していますので、仕事帰りで
も便利にご利用いただけます。

●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）
 

指定管理者 一般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.sakurahall.jp
e-mail sakura@sakurahall.jp

北上市文化交流センター

予約制託児サービスのご案内
（託児マーク　 アリの公演）
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※主催事業の際の内容です。

さくらホールが会場となる公演でも、主催者様のご都合により、当ホ
ール窓口でチケットをお取扱いしていない場合がございます。その
際は主催者様のお問い合せ先（またはチケットのお求め先）の電話
番号へご連絡をお願いします。

お客様へ

さくらホールでは委託チケットのお取扱いをしております。他館での
催事でも構いません。ご希望される場合は、当ホール窓口へお気軽
にご相談ください。なお、売上から5％の販売手数料を頂戴しており
ますので、予めご了承ください。

主催者様へ

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

■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

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（自主公演はクレジット精算可）
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。

http：//www.sakurahall.jp/ticket.html

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）

奥州市文化会館Zホール 　22-6622奥州市（0197）

チケットのお取扱いについて
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