
！！

「和の衣さとう」

今回は、ギター２本、パーカッショ
ン、ヴァイオリンというジプシーっ
ぽい編成ですが、そこをベースにア

ーティストそれぞれの持つワールドワイドな
音楽性を発揮し、ヨーロピアンな雰囲気もあ
りつつ、僕がアメリカのジャズのテイストを
注入したり、さくらホールでしか体験できな
いような新しい音楽が出来れば良いと思って
います。是非さくらホールに体験しに来てく
ださい。

渡辺香津美・沖仁・ヤヒロトモヒロ・NAOTO スペシャルライブ
一流のアーティスト達の音楽性が融合！
至上の「音楽の楽しさ」を味わえるひととき！

沖仁（フラメンコギター）
ギターデュオによる
「ギターマジック」が炸裂！

NAOTO（ヴァイオリニスト）
色彩豊かに歌い上げる
「美しいメロディー」

ヤヒロトモヒロ（パーカッション）
「縦横無尽のリズム」が
ワールド音楽の世界にいざなう

FRIDAY NIGHT LIVE 
“SAKURA BAR”

2013.12.20（金）インタビューの詳細はP4のサテスタ日記の掲載！
お酒を飲んで、ほろ酔い気分で観るライブ 開場18：00 開演19:30

ディナータイム18:00-19:15

ディナー席 
（限定70席）

8,000円

4,500円一般席

「特製ディナー」付

ペア券500円割引

託児あり
（要予約）

Guitar is beautiful!日本のジャズ・フュージョン界のトップギタリスト
様々な音楽ジャンルを自由に弾きこなす

Guitar　渡辺香津美Guitar　渡辺香津美

☆ディナー席（1階席1列目～4列目にセッティングされたテーブル席）

ホテルシティプラザ北上の「特製ディナー＋ドリンク2杯」付き。

別途ドリンクの注文が可能。
※お食事はディナータイムと休憩時間に、演奏中はドリンクサービスのみご利用できます。

☆一般席（1階席5列目～18列目の通常指定席）

軽食はロビー会場にある「フード＆ドリンクコーナー」をどうぞ！
※ディナータイムと休憩時間に飲食を楽しむことができます。
　（開演中は客席での飲食はできません）

ステージの目の前で、ライブを鑑賞！

音響にこだわった大ホールでライブを

P1～2

公演案内
●さくらホールは年末年始も通常営業！
●FINAL LIVE 2013
●北上市民劇場を盛り上げる会
　「やっぺし」
●きたかみサロン音楽会2013
●子どもの舞台芸術体験事業
　KIDSART キッザート
●鬼よ燃えろ！
　冬の みちのく 芸能まつりPart5

P3

C`est bon セ ヴォン
●舞台で文房具

●えんげき倶楽部発表会
●貸館公演紹介
P4

サテスタ日記
●Guitar is beautiful!
突撃 さくら～マンがゆく！
●vol.9 情報閲覧用パソコンの巻
Café＆Restaurant Bib
●今月の新メニュー
スポンサーさんこんにちは！
●vol.47 カフェ・ド・ラペ
インフォメーション
●施設利用申込について
●さくらホールPress定期便
P5～6
イベントカレンダー
プレイガイド情報
チケットのお求め方法
インフォメーション
●営業時間のご案内
●予約制託児サービスのご案内
●チケットのお取扱いについて

各スポンサーのお知らせ

）ンダルア・ュジール（tnedra eguoR : roloc

※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
12月17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

Printed by 川口印刷工業株式会社
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12/31
（火）

中ホール
開場10:30 開演11:00 終演22:00（予定）
全席自由
前売 一般1,000円 高校生以下700円
当日 一般1,500円 高校生以下1,000円

主催

発売中

ライブ

今年もやってきた！さくらホール毎年恒例、今年で11年目の大晦日ライブ!
プロ顔負けのド派手なステージで、学生から会社員まで、ベンチャーズからジャ
ズ、ロック、アコースティック等オールジャンルをノンストップで聴き放題！一年の締
めくくりは、さくらホールにウェルカム！

・舞台転換スタッフ 
・ピンスポットスタッフ

Staff
募集！

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。

70年代ハードロック

ロック

70年代ロック（歌あり）

ロック（オリジナル曲）

コピー

オリジナル曲、ロックandポップ

軽快なロック

ロック.R&B

オリジナルJ－ROCKまたはパンク

日本ロック

Cokes
Guitar Shop
THE GABRIEL
ほわっと
ジ・オイッス
るなちゃん
CAST DE-LAY
猫ぱんち
M・G（エムジー）
119
Ice burst

エモーショナルロック

オリジナル
（シティポップハイブリッドミュージック）

ROCKとしかいいようがないロック

J-ROCK、POP

オフコースコピーバンド（Jazzアレンジ）

カバーとオリジナル（ロック&バラード）

ELLEGARDENを中心にロック系

ロック（コピー）

ロック（コピー）

アコースティックギターとドラム

RIOT
アビシニアン

stick wall
EVE
Juno
はっち
Fleeting　Solution
ホワイトベア
Bad　Trip
ファニーピッグ

ジャンルバンド名 ジャンルバンド名
出演バンド組大紹介！！！ （11月20日現在、応募順）

みんなで作る音楽の祭典へようこそ！
あなたと審査員が選ぶ投票で各賞が決まります！

はたして グランプリ は誰の手に！？

P2

託児あり
（要予約）

きたかみサロン音楽会2013 （３回シリーズ）
クラシック

主催

発売中

平成25年度文化庁劇場・
音楽堂等活性化事業

Vol.2 長富彩ピアノコンサート
～ホロヴィッツとの対話～髙木裕によるおはなし付

江口心一

髙木裕長富彩

Vol.3 江口心一 チェロ・リサイタル 
開場18:30 開演19：00 小ホール
一般1,500円 高校生以下1,000円

2/7
（金）開場18:30 開演19：00 小ホール

一般1,500円 高校生以下1,000円
12/9
（月）

小ホールの間近な空間で演奏家の話付き、気軽なお値段で楽しむ極上の時間。
クラシック音楽初心者の方から、クラシック音楽ファンの方までどなたでも楽しめます。

・ショパン ポロネーズ 第6番 変イ長調「英雄」Op.53
・ラフマニノフ 絵画的練習曲《音の絵》より
・スカルラッティ ソナタ ロ短調 K.87（L.33）
 ソナタ ホ長調 K.380（L.23）　他

プログラム
（予定）

・ドビュッシー／チェロソナタ
・フォーレ／エレジー
・ポッパー／妖精の踊り
・クライスラー／中国の太鼓 他

プログラム
（予定）

巨匠ホロヴィッツが絶賛した銘器、スタインウェイ社製「ローズ
ウッド」がさくらホールに登場！100歳を超えるピアノをピアニスト
長富彩が彩ります。また、髙木裕氏がピアノの知られざる世界
や調律師の大きな役割について語ります。

東京は虎の門で開催された江口さんのコンサート。まるで空気
が鳴っているかのような豊かな美音、絶妙なボウイングと音色
の変化を楽しんで来ました。聴いていて心地よく、かつ、心が
ふるえる、心が動くコンサート、ぜひお越しください。

江口さんの持っているCD 
「和」CELLO第２集
～無伴奏チェロ作品集～
少しマニアックですが、さくらホールで
聴くことができます！お試しください。

KIDSART
キッザート

一味違うお正月を、さくらホールで！
さくらホールは年末年始も通常営業！

3    、受験生応援！
 オープン勉強ＤＡＹ

2 、オープンピアノＤＡＹ
 ”弾き初め”スペシャル

4 、オープンこたつＤＡＹ

5 、お正月遊びコーナー

1/1(水)〜1/7(火)の松の内期間に使える100円割引券を配布中!
配布期間:〜12/31(火)まで
※ご予約1件につき5枚まで使用可能※予定枚数に達し次第配布終了

エントランスにこたつが出現!?あったかこたつで
アンケートを記入しておもちをもらおう!

オリジナルかるた大会:1/2(木)11:00〜、14:00〜
オリジナルかるたでお正月遊びをしよう!
さくらホール神社でおみくじもひけます!

勉強を頑張る学生さんに大アトリエを 無料 解放します。
さくらホール神社に絵馬奉納で合格祈願!?
お湯の準備、ひざかけをご用意してお待ちしています。

大人気に感謝を込めて、お正月にも特別開催します。

■参加料
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

【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。

P1

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 

■募集対象　キャスト、スタッフ（装置、照明、音響、 
 衣装、化粧、美術etc）
■公演期日　平成26年2月22・23日（土・日）
■活動期間　～公演終了まで
■活動場所　さくらホール（会議室、大アトリエ他）

一緒に市民劇場を創りましょう！

第37回北上市民劇場

参加者大募集！ 年齢不問
参加無料

11月16日に初顔合せを行い第37回北上市民劇場がスタートしま
した。昔話の世界を歌ありダンスありの舞台にしようと稽古に取り
組んでいるところです。お楽しみに！

第37回北上市民劇場
「昔話による喜劇 がんとり」

中ホール 
22日 開場17:30 開演 18:00
23日 開場13:30 開演 14:00
全席自由
前売り1,000円 当日1,200円

12/22
発売

2/22
（土）

　・23
（日）

演劇

電話・窓口・インターネット販売
12月20日（金）9：00～

【北上】 江釣子SCパル
 さくら野北上店

プレイ
ガイド

TEL：090-8617-5346
北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし事務局
TEL：0197-61-3300
一般財団法人北上市文化創造（さくらホール）

問合せ
申込先

1 、”松の内”施設利用応援券の配布

H26年
1/2（木）
使用ピアノ
ファツィオリF278
スタインウェイD-274
予約開始日
12/8（日）9:00～

会場：大ホール

1/2(木)
10:00～21:00

1/1(水)～1/3(金)
9:00～21:00

1/1(水)～1/3(金)

1/1(水)～1/3(金)

主催
12/7
発売

！ ろえ燃よ鬼
冬の みちのく 芸能まつりPart5

2/9
（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

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
民俗芸能の発表

注目の出演団体

秩父屋台囃子

第一部…北上市の民俗芸能
 北上市内の多様な民族芸能を楽しむ
 御諏訪太鼓、新平そそりさんさ、
 伊勢流黒岩太神楽、南部流更木鹿踊、
 村崎野大乗神楽

第二部…若人の熱演
 民俗芸能に取り組む青少年の熱演
 岩手の民謡
 秩父屋台囃子（埼玉県秩父農工科学高校）
 仙道番楽・西馬音内盆踊り（秋田県立羽後高校）
 鬼剣舞（岩手県立北上翔南高校）

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
 気仙町けんか七夕太鼓（陸前高田市）、願人踊（秋田県八郎潟町）、
 金津流獅子躍群舞（梁川獅子躍、伊手獅子躍、軽石獅子躍、浦浜獅子躍）

第四部…鬼よ燃えろ！
！ うよえ燃にい大で宴饗のちた」鬼「 

 鬼の饗宴 御免町鬼剣舞、口内鬼剣舞
 鬼剣舞大群舞 岩崎鬼剣舞、相去鬼剣舞、鬼柳鬼剣舞、北藤根鬼剣舞
   滑田鬼剣舞、谷地鬼剣舞、二子鬼剣舞、黒岩鬼剣舞

第一部…北上市の民俗芸能
 北上市内の多様な民俗芸能を楽しむ
 御諏訪太鼓、新平そそりさんさ、
 伊勢流黒岩太神楽、南部流更木鹿踊、
 村崎野大乗神楽

第二部…若人の熱演
 民俗芸能に取り組む青少年の熱演
 岩手の民謡（山上衛ほか）
 秩父屋台囃子（埼玉県秩父農工科学高校）
 仙道番楽・西馬音内盆踊り（秋田県立羽後高校）
 鬼剣舞（岩手県立北上翔南高校）

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
 気仙町けんか七夕太鼓（陸前高田市）、願人踊（秋田県八郎潟町）、
 金津流獅子躍群舞（梁川獅子躍、伊手獅子躍、軽石獅子躍、浦浜獅子躍）

第四部…鬼よ燃えろ！
！ うよえ燃にい大で宴饗のちた」鬼「 

 鬼の饗宴 御免町鬼剣舞、口内鬼剣舞
 鬼剣舞大群舞 岩崎鬼剣舞、相去鬼剣舞、鬼柳鬼剣舞、北藤根鬼剣舞
  滑田鬼剣舞、谷地鬼剣舞、二子鬼剣舞、黒岩鬼剣舞

【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

仙道番楽・
西馬音内盆踊り

気仙町
けんか七夕太鼓

願人踊

KIDSAR
キッザートキッザートキッザートキッザート

KIDSART

©鈴木穣蔵 Jouji Suzuki

▼このプログラムは、子ども達が自分の身体全体をつかって芸術とふれ
　あい、楽しむことを通して、子ども達の心身の健やかな成長を育むことを
　目的としています。
▼特に、プロの演奏家やダンサーとの出会いは、将来への可能性を秘め
　た子ども達に良質な想像力をもたらし、コミュニケーション能力を発展さ
　せます。
▼初めて会う友達や楽しく（時には厳しく）教えてくれる先生達と一緒に
　活動することも楽しみのひとつです。

子どもの舞台芸術体験事業

「歌」は声があれば、誰でも歌うことができます。
「ダンス」は身体があればだれで踊ることができます。

小学校４年生～６年生を募集します！詳しい内容はさくらホールまで！

「歌」の先生
メゾソプラノ歌手

12月体験
レッスン
実施中

エレガントな歌声と楽しいトーク

菅家奈津子 
KANKE NATUKO

©鈴木穣蔵 Jouji Suzuki

KANKE NATUKOKANKE NATUKO

「ダンス」の先生
ダンサー・振付師　

いろんな動きが面白い！ダンス新発見！

山田うん　 
ＹＡＭＡＤＡ ＵＮ

1/16（木）・17（金）

2/22（土）・23（日）

3/15（土）・16（日）

募集中

こども

主催
＆歌 ダンス

FINAL
LIVE
2013

TEL.0197-61-3500 AM9：00～PM10：00 年中無休さくらホールチケット予約専用ダイヤル
※ペア券、学生券等の各種割引はさくらホールのみ取り扱いです。 
※当ホールの主催公演は、原則的に未就学児童の入場を不可とさせていただいております。（予約制託児サービスあり）

【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/ticket.html

他プレイ
ガイド

FINAL
LIVE
2013



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。

法
方
け
届
お

定期便

毎月5日前後に郵送にてお届け

大・中・小ホール
アートファクトリー

2014年1月の大・中・小ホール（区分利用）
2014年4月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

2014年1月の利用調整会議
1月4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

̶インフォメーション̶

北上市民劇場を盛り上げる会やっ
ぺしは11月10日、「わいわい演っぺ
し～えんげき倶楽部発表会」をさくら
ホール大アトリエにて開催しました。

できたお芝居のお披露目でした。普段はダンス練習や
会議などで利用される空間から変貌した演劇空間で、
稽古の成果を披露した参加者の皆さんと、それを観
劇してくださった皆さんには、とても楽しいひと時になっ
たようです。年に一度の北上市民劇場だけでは物足
りないとの声に応えて企画したワークショップですが、
小さな空間・小さなお芝居でもお客様の前で演じるこ
とが役者の力になると実感できました。この様な機会
をどんどん作っていきますので、皆さんも観るだけじゃ
なく、是非一緒にお芝居しちゃいましょう。（うめさん）

さくらホールの
C'est bon（おいしい）な情報を
新鮮なタッチでお届けします！ 

さくらホールの
C'est bon（おいしい）な情報を
新鮮なタッチでお届けします！ 

C'est bon C'est bon セ ヴォンセ ヴォン

今回は舞台でよく使われる文房具の一つをご紹介します。ダーマトグラフ (通称デルマ)
というクレヨンのように軟らかい芯の筆記用具です。舞台ではステージや客席を照らす
ため、無数の照明器具を調光卓というものでコントロールします。大ホールの場合、コン
トロールするフェーダー(ツマミ)が360本あります。フェーダーに通し番号は書いています
が、例えば舞台を夕方の情景にしたいとき、どの番号のフェーダーを操作すれば良いか？
覚えきれないですし、本番どころではなくなります。そこでフェーダーの下に白いプラスチッ
ク製の板を置き、どこの照明器具がどんな役割なのかをデルマで記入します。このように
毎回違う催事に合わせ、照明担当が操作しやすいように書き込み、本番が終了したら
アルコールを染み込ませた布で消します。カラーバリエーションも豊富ですがその中で白
色もよく使います。照明用のカラーフィルターにはメーカー固有の製品番号(色番号)が
あり、白色のデルマでフィルター番号を書き込むことにより一目でわかるように工夫もし
ています。（nin）

舞台で文房具

えんげき倶楽部発表会

※「DERMATOGRAPH／ダーマトグラフ」は、三菱鉛筆の登録商標

※

▲ダーマトグラフ（デルマ）

▲フェーダーの下にデルマで
　照明の役割を記入

▲カラーフィルターにも
　デルマで番号を記入

月替わりpickupでより詳しくご紹介します
。 vol.47 

今年、創業30周年を迎える人気のレストラン「カフェ・
ド・ラペ」さんのご案内です。クリスマスはここで決まり！
創業30周年記念特別メニュー
「ハンバーグ入りスパグラタン」（1,260円）
３種のコラボをお楽しみください！

12月は、クリスマスケーキ、クリスマスディナー（ディ
ナー期間20日～25日）のご予約も承っております。
「お陰様で、30周年を迎える事が出来ました。こ
れもひとえに皆様のお陰でございます。ありがとう
ございます。皆様のご来店を心よりお待ちしており
ます。」店長より

アツアツのハンバーグ入り
スパグラタン！

好評の
クリスマスケーキ

（ハーフ&ハーフもＯＫ！）

カフェ・ド・ラペ
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。

Cafe & 
Restaurant

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）
TEL&FAX 0197-72-7765
駐車場あり、不定休
（毎月第三火曜日は休館日のためお休みします）

さくらホール内レストラン
こんにちはBibです♪今月のBibでは、この寒さを乗りきる為に温
かい具だくさんのクラムチャウダーをご用意しました。バケット、ポ
テト、デザートがついて大変お得ですヨ！皆様、さくらホールにお
越しの際には是非カフェ＆レストランBibにお立ち寄り下さいネ！

皆さまこんにちは！今回は情報閲覧用パソコンを紹介するのだ。先日パソコン
を入れ替え、ブラックのシックなルックスになったのだ。キーボード・マウスはワ
イヤレスになり、OSは最新のWｉｎｄｏｗｓ８！サクサク動作になったのだ。とは言
ってもタッチパネルではないので悪しからず。さて、このパソコンは求める情報
をインターネットでゲットするために設置しているものなのだ。まずはサービスカ
ウンターにて受付し、パソコン利用カード・キーボード・マウスの一式を受け取
り、あとは自由に閲覧を！たくさんの方にご利用頂くため、利用時間は３０分以
内でお願いしているのだ。ご希望の方には電子砂時計も貸出すので、気楽
にご利用して欲しいのだ～。（さくら～マン・あさ）

表紙に引き続き、11月15日放送の渡辺香津美イ
ンタビューの後半をお届けします！

―近況はいかがですか？
渡辺香津美（以下W）:今年はうれしい出会いのセ
ッションがたくさんありまして、久しぶりにリー・リトナ
ー（ギター）バンドとのセッションや１１月にジェフ・バ
ーリン（ベース）、ヴァージル・ドナティ（ドラム）の強
力なメンバーによるギタートリオでの日本ツアーを行
い、そして、１２月のさくらホールでのスペシャルライ
ブになります。
―コンサートの注目ポイントは？
W:日本のフラメンコギターのトップといえる沖仁さ

ん、昔からの相棒のヤヒロトモヒロさん、彼はワー
ルドワイドなセンスのパーカショニストであり今回
のメンバーとして申し分ないです。さらに、ヴァイオ
リニストのNAOTOさんですが、彼のステージは何
回か見たことがあり、いつか共演したいと思って
いました。今回が初めての共演となり、とても楽し
みです。
それから、最近気に入って使っているスティール
弦のアコースティックギターがありまして、「桜の
模様が入ったギター」です。公演当日はこれも使
用します。このギターの詳しい説明は、当日ライブ
にいらっしゃった方のみが知ることが出来ます。お
楽しみに！

情報閲覧用パソコン の巻 vol.9

これは
速くて

きれいだぞ！

！lufituaeb si ratiuG

第46回歳末助け合い
市民芸能大会

12/8
（日）

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

市婦協北上支部主催の第46回歳末
助け合い市民芸能大会が、多くの市民
の賛助出演を頂いて開催されます。老
若男女のバラエティに富んだ舞台は、
今年も楽しさと感動のオーラにあふれる
ことでしょう。皆様お誘い合わせてお出
かけください。この大会の益金は、歳末
助け合い基金と被災者支援に寄付さ
せて頂きます。

【主催】北上市地域婦人団体協議会北上支部

問い合せ先:向口 0197-63-5688 

平成25年度人権啓発活動地方委託事業
人権講演会
「いじめに未来はありません！」
講師：志茂田景樹氏

12/14
（土）

中ホール
開場13：00
開演13：30
全席自由
（一部招待席あり）

入場無料
（要入場整理券）

入場
無料

12月4日から同月10日は人権週間で
す。この週間を盛り上げるため、直木賞
作家でタレントの志茂田景樹さんをお迎
えし「いじめに未来はありません！」と題
して講演会を行います。志茂田さんの
独創的なファッションセンスとバラエ
ティー番組で培った話術を、ぜひ会場
でご堪能ください。

【主催】北上市
問い合せ先:北上市生活環境部市民課市民相談係
 0197-72-8202 

発売中

フラダンス

発売中

芸能大会

ティアレフア・ココナッツ
ハワイアン・
クリスマスショー

12/15
（日）

中ホール
開場13：00
開演13：30
全席自由
1,000円
※小学生以下無料

Ａｌｏｈａ！県内で活動しているフラ＆タヒ
チアンダンスグループのティアレフア・コ
コナッツです。今年は冬！ハワイアンクリ
スマス！クリスマスカラーの衣装で冬空に
輝く星のようにキラキラ笑顔で踊ります
♪和太鼓とタヒチアンダンスのコラボも
あります。私たちと一緒に、南国ムード
いっぱいの一足早いクリスマスを楽しみ
ませんか？

【主催】ティアレフア・ココナッツ

問い合せ先:黒澤 080-3339-0920

講演会

※更にパン又はライスが欲しい方、無料でサービス致します。（特別メニューのみ）

美味
求真

 30周年30周年おかげさまで

〒024-0021 北上市上野町1-32-23 tel.0197-64-2986
ご家族連れでのご会食・各種パーティーにご利用ください。

P3 P4

突撃 プリントアウトも
出来るのだ！



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

一部招待席あり

小学生以下
無料

小学生以下
無料

さくらホールイベントカレンダー 2013年11月26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。

きたかみ童謡の会　演奏会
小ホール　開場10：30 開演11：00 終演12：00 きたかみ童謡の会 ＴＥＬ 0197-63-3680

第46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 終演15：30 北上市地域婦人団体協議会北上支部事務局 ＴＥＬ 0197-63-5688

北芸の会演劇公演　無人駅「雪見坂峠」物語
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16:00 北芸の会 ＴＥＬ 0197-64-5343

こころの健康づくり講演会・「いのち」の標語表彰式
中ホール　開場18：00 開演18：30 終演20：15 北上市保健福祉部福祉課 ＴＥＬ 0197-72-8214 FAX 0197-64-2202

双葉幼稚園　園児発表会
大ホール　開場8：50 開演9：30 終演11：30 双葉幼稚園 ＴＥＬ 0197-65-2800

北上吹奏楽団　第38回定期演奏会
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：10 北上吹奏楽団 ＴＥＬ 090-7335-3359

ティアレフア・ココナッツ　ハワイアン・クリスマスショー
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演15:30 ティアレフア・ココナッツ ＴＥＬ 080-3339-0920

全日本アンサンブルコンテスト北上支部大会
中ホール　開場9：00 開演9：30 終演19:00 岩手県立黒沢尻工業高等学校 ＴＥＬ 0197-66-4115

吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ　第15回定期演奏会
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演16:00 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）

宍戸恵美ピアノ教室発表会
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16:30 宍戸恵美ピアノ教室 ＴＥＬ 0197-63-6305

北上市立黒沢尻北小学校　第12回定期演奏会「レインボーコンサート」
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演15:45 北上市立黒沢尻北小学校 ＴＥＬ 0197-65-3313

及川佐恵子ピアノ教室発表会
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16:00 及川佐恵子ピアノ教室 ＴＥＬ 0197-64-0495

斉藤ピアノ教室≪ピアノ・エ・フォルテ≫　「Winter Concert ～2013～」
小ホール　開場13：30 開演14：00 終演16:30 斉藤ピアノ教室≪ピアノ・エ・フォルテ≫ ＴＥＬ 0197-64-7530

岩手県立黒沢尻工業高等学校吹奏楽部　第57回定期演奏会
中ホール　開場15：30 開演16：00 終演18:00 岩手県立黒沢尻工業高等学校 ＴＥＬ 0197-66-4115

RAZY concept Live 2013　幻想的洗脳　show time
小ホール　開場13：30 開演14：00 終演16:30 RAZY E-mail info@razy-official.com

ファイナルライブ2013
中ホール　開場11：30 開演12：00 終演22:00 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

Ｐａｐｅｒ Ｄｒｉｖｅｒ ライブ
小ホール　開場11：20 開演11：30 終演17:00 Paper Driver ＴＥＬ 080-5736-9351

平成25年度　第23回北上市教育研究発表会
大中小ホール　開場12：40 開演13：00 終演16：50 北上市教育委員会 学校教育課 ＴＥＬ 0197-64-2111

新派創作舞踊団「桜月流」　舞踊発表会
中ホール　開場9：30 開演10：00 終演13：00 ㈱BABY-CLUB ＴＥＬ 0197-63-4115

震災復興あしなが育英基金　新曲「絆」歌謡・舞踊チャリティーショー
中ホール　開場10：00 開演10：30 終演15:00 社会福祉法人日本難病を救う会 ＴＥＬ 022-391-9881

FRIDAY NIGHT LIVE "SAKURA BAR"　渡辺香津美・沖仁・ヤヒロトモヒロ・NAOTO スペシャルライブ
大ホール　開場18：00 開演19：30 終演21:40 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

平成25年度人権啓発活動地方委託事業　人権講演会「いじめに未来はありません！」　講師：志茂田景樹氏
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演15：30 北上市生活環境部市民課市民相談係 ＴＥＬ 0197-72-8202

きたかみサロン音楽会2013　Vol.2 長富彩ピアノコンサート～ホロヴィッツとの対話～髙木裕によるおはなし付
小ホール　開場18：30 開演19：00 終演20：30 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

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

夕方から
混雑

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

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

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

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 ータンセスビーサ はたま話電
 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
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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

チケットのお取扱いについて

※詳細は電話又はさくらホールのホームページをご覧下さい。 http://www.sakurahall.jp/ 公演案内→取扱チケット※平成25年11月26日現在の情報です。

（託児マークアリの公演）

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。　

AM9：00～PM10：00 年中無休
チケット専用
ダイヤル

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

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。

北上市内（0197）

盛岡市（019） 川徳 　651-1111／岩手県民会館 　624-1171
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 
江釣子SCパル 　65-2511／さくら野北上店 　61-5511

花巻市（0198）なはんプラザ 　22-4412一関市（0191）一関文化センター 　21-2121
奥州市文化会館Zホール 　22-6622奥州市（0197）

TEL.0197-61-3500

■指定プレイガイドでの購入 ※公演によって異なります。

12/7（土）

12/8（日）

12/8（日）

12/9（月）

12/12（木）

12/13（金）

12/14（土）

12/15（日）

12/15（日）

12/20（金）

12/21（土）

12/22（日）

12/22（日）

12/23(月・祝）

12/23(月・祝）

12/27（金）

12/28（土）

12/29（日）

2014年
1/4（土）
2014年
1/9（木）
2014年
1/11（土）
2014年
2/7（金）
2014年
4/19（土）

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

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

12/31（火）

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
自由
全席
指定
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
自由

全席
自由
全席
自由

全席
自由

一部
指定

全席
自由

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

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）

ー

入場無料（要申込）

入場無料（要入場整理券）

1,2001,000

800600

500400

400300

2,0001,500

2,000

1,000

1,000

一般 1,500
高校生以下 1,000

）席ルブーテ07定限（ 000,8 席ーナィデ
一般席 4,500 一般席ペア券各500割引

一般 1,000
高校生以下 700

一般 1,500
高校生以下 1,000

未就学児入場不可
託児アリ

未就学児入場不可
託児アリ

※12/10（火）までに電話またはFAXで申込

小学生以下
無料

教育関係者のみ
一般の参加不可

きたかみサロン音楽会2013　Vol.3 江口心一 チェロリサイタル
小ホール　開場18：30 開演19：00 終演20：30 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

一般 1,500
高校生以下 1,000 未就学児入場不可

託児アリ

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。
そのため誌面の公演案内・イベントカレンダーには掲載されていません。

12/8（日）
KITAKAMIアーティスティック
スポーツフェスタ 2013 北上総合体育館 12/21（土）人形劇団クラルテ「火の鳥」黎明編

全国縦断公演2013
花巻市文化会館
大ホール

2014年
1/26（日）

2014年
2/15（土）

ぎんどろ寄席 花巻市文化会館
大ホール

仮面ライダー
スーパーライブ2014

盛岡市民文化ホール
大ホール（マリオス内）

2014年
2/27（木）

ミュージカル「シャーロック・ホームズ
～アンダーソン家の秘密～」

岩手県民会館
大ホール

12/8（日）
第13回いさわジュニア
ミュージカルスクール公演

胆沢文化創造
センター大ホール

12/8（日）
ティアレフア・ココナッツ
Hawaiian Christmas Show

盛岡・アイーナ
ホール

12/14（土）鼓童　～交流公演～ 前沢
ふれあいセンター



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

雪降る真冬の夜・・暖房を止めて寝た・・。
朝起きたら、家中が19℃あった・・。

そんな、ビックリ低燃費住宅をご提案してます。

雪降る真冬の夜・・暖房を止めて寝た・・。
朝起きたら、家中が19℃あった・・。

そんな、ビックリ低燃費住宅をご提案してます。

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

舶来屋

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

クロス・フロア・
カーテン・
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

0120-00-3268
携帯電話へのご登録はQRコードで簡単に。

タクシーのご用命は

0197-63-3268
好評！ジャンボタクシー（9人乗）

鈴木健策

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

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

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

廃棄物収集運搬
中間処理
解体工事
家屋内の清掃
土木工事

金曜日来店の方、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

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！！

さ
ま
う
り
あ
技

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】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）

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

☆お気軽に、ご相談下さい。

田村牧場産 吊るし熟成短角牛

団体やグループで御利用頂ける
個室もございます。（要予約）

和かな

ステーキ・鉄板料理

和かな各店舗にてご提供中

北上市さくら通り1-7-22
御予約・お問い合わせ 019-62-5123

アロマセラピー専門店

〒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

ショップ
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