
演奏は「ヤッシー楽隊」によるブラスバージョン、ダンスは元気
いっぱい親子やフラ、HIP HOP、モダン、空手バージョンな
ど自由に楽しむ「はやて」組のみなさんがさくらホールの
あちらこちらで踊りまくっています！

8 月
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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。

※雨天の場合はさくらホール内にて

共催：黒沢尻二区区民協議会 協力:あうるすぽっと

8月17日（日）17：00～
さくらホール野外特設会場にて

近
藤
良
平

ヤ
ッ
シ
ー

藤田善宏 安田有吾 （tb）山本光二郎

ブラックボトムブラスバンド

BBBB
music

コンドルズ

みんなの
公共曲計画！
そして踊りも音楽もアレンジヴァージョンが
自由にどんどん誕生し、様々な表現や

コラボレーションに繋がっていく曲にしたい！

公共曲とは・・・「踊りチーム」と「演奏チーム」が
それぞれこの曲を楽しんでいく。

PV完成！
作詞作曲：ストライク 振付：コンドルズ：近藤良平 
ブラス編曲：ブラックボトムブラスバンド：ヤッシー
ダンス：さくらホールに集うみなさん 演奏：さくらホールに集うヤッシー楽隊
映像：近藤良平　撮影編集：オクダサトシ

初対面同志でもこの場に居合わせた
ご縁で手と手を合わせてすぐに
仲良くなれる魔法の盆踊り。
まさに一期一会の盆ジュール！

はやてはやて
老若男女どなたでも

簡単なレクチャーですぐマスターでき、
覚えたら忘れられない！

ヤッシー楽団の生演奏にあわせて
総踊り！

みんなで踊る
オリジナル盆踊り
みんなで踊る
オリジナル盆踊り

盆踊り大会
さくら盆ジュール2014

盆踊り大会
さくら盆ジュール2014
出演決定！！一緒にEnjoy!!

さくらホールオ
リジナルソング

＆ダンス

はやて
コンドルズ&BBBBとつくった

クリック！

参加無料
申込不要
どなたでも歓迎

にゅ～
盆踊り
にゅ～
盆踊り

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

DANCE

保守点検日の為休館
8月19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

P1～3
公演案内
●ミュージカル
　葉っぱのフレディ春組公演
●笑いで応援！志の輔らくご
　立川志の輔独演会2014
●劇団かかし座
　Hand Shadows ANIMARE
●子どもの舞台芸術体験事業
　KIDSART（キッザート）合唱＆ダンス
●きたかみサロン音楽会2014
●ファジル・サイ
　ピアノリサイタル
●TAO DRUM ROCK
　続・十七人のサムライ
●ウィーン・ヴィルトゥオーゼン
　スペシャルコンサート
●いわての音楽家と音楽会をつくります!
●オープンピアノDAY
●北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし
　第38回北上市民劇場参加者大募集！
●貸館公演紹介

P4
サテスタ日記
●“想い”が詰まった
　10周年記念ソング。

突撃 さくら～マンがゆく！
●vol.17 ミラーパネルの巻

Café＆Restaurant Bib
●夏限定メニュー

スポンサーさんこんにちは！
●vol.55 牛たん焼の佐助

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
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

チケットのお求め方法
プレイガイド情報
さくらホールまでのアクセス

各スポンサーのお知らせ

color :  Tomate（トマート）

Printed by 川口印刷工業株式会社



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2014（3回シリーズ）

DRUM ROCK
続・十七人のサムライ

クラシック

主催
発売中

クラシック

主催

発売中

クラシック

主催

発売中

お得な3公演セット券

何と1,500円引！
セット券が断然お得！

4,500円 3,000円
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。
第一弾は「ハープ」の多彩な音と表現力に出会うコンサート。

託児あり
（要予約）

Vol.1 平野花子
ハープによる天上の響き

出演：平野花子（ハープ）
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

Vol.2 加藤直明の
トロンボーン解体新書

出演：加藤直明（トロンボーン） 
 大室晃子（ピアノ）

12/10
（水）

10/30
（木）

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

Vol.3 新崎誠実
色彩のピアノコンサート

出演：新崎誠実（ピアノ）
1/24
（土）

2015

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

8/31
（日）

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

主催

発売中

大ホール　開場14:30　開演15:00
全席指定　S席 一般5,000円 親子ペア7,500円（2,500円お得！）　
 A席 一般4,500円 親子ペア6,500円（2,500円お得！）
 3階席 一般3,000円 親子ペア4,500円（1,500円お得！）

大ホール　開場18:30 開演19:00　全席指定　6,000円（ペア5,500円×2枚）
U-25（25歳以下限定）3,000円　共催：めんこいテレビ、キョードー東北

ミュージカル

企画・原案：日野原重明・童話屋　脚本・演出：犬石隆　
総合プロデュース：黒岩祐治　出演：宝田明・畑すみれ　他
後援：北上市・北上市教育委員会

春組公演
親子

鑑賞応援します！─親
から子

へ受け継ぎたい─
平成26年度

文化庁劇場・音楽堂等
活性化事業

平成26年度
文化庁劇場・音楽堂等

活性化事業

2ndシーズン体験・継続参加募集中！！！
基本的に小学生
◎継続参加 4000円
◎途中参加の場合
　（毎回500円×シーズン残回数分）
◎1回ごとの体験参加 各600円

【募集内容】
【 参 加 料 】

平成26年度文化庁劇場・
音楽堂等活性化事業

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、SSMサンエー 【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

ⓒShuhei NEZU

ファジル・サイは自分の『内なる声』を取り出して楽器に伝えることが音楽のと
るべき方向と語っています。その表現手段として即興演奏も取り入れている
数少ないピアニストです。そのファジル・サイについて地元で活躍するお二方
に語っていただきました。

 及川秀樹さん（音楽ファン）
ピアニストのキースジャレットはもともとジャズピアニスト
ですがクラシック音楽の演奏もします。ファジル・サイの
場合は、もともとクラシックのピアニストですが、ジャズや
民族音楽などを取り入れています。2人とも同じように、
『音楽の垣根』を超え、『ジャンルの垣根』を超えることが
出来るすばらしいアーティストだと思います。

ファジル・サイを聴くとジャンルを超えてもっともっと音楽を楽しむ
きっかけになると思います。是非生の演奏をお楽しみに！

ファジル・サイ
ピアノリサイタル
10/21
（火）

大ホール 開場18:30 開演19:00
全席指定 S席6,000円（ペア5,500円×2枚）
 A席4,500円（ペア4,000円×2枚）

演奏プログラム（予定）
ベートーヴェン： ピアノ・ソナタ第14番 
 嬰ハ短調 op.27-2 「月光」
ベートーヴェン： ピアノ・ソナタ第32番 
 ハ短調 op.111
サイ： ゲジバーク2（ピアノ・ソロのために）
サイ： ～5つのバラード～
サイ： ～ジャズ・ファンタジー～

菅家奈津子
KANKE NATUKO

合唱の先生 メゾソプラノ歌手

【今後の練習日】
8/3（日）・8/10（日）・8/19（火）・8/24（日）・8/26（火）
9/7（日）・9/14（日）・9/21（日）・9/28（日）
10/7（火）・10/12（日）・10/19（日）・10/28（火）
11/4（火）・11/11（火）・11/16（日）・11/23（日）・11/30（日）
火曜日18:45～20:00（１時間15分）
日曜日10:00～12:00（2時間）
※菅家奈津子さんのクラスは毎週火曜日です。

【今後の練習日】
9/21（日）・10/5（日）・10/18（土）
11/1（土）・11/16（日）・12/7（日）・12/21（日）
14:00～15:30（1時間30分）
※9/21と10/18は10：30～12：00

ウィーン・フィル首席奏者を含む10名のメンバーで結成された世界最高の
室内楽アンサンブルが名曲をたっぷり奏でる夢のコンサートをお聴き逃しなく！

“世界で通用するエンターテイメント”という目標を掲げ、1993年愛知県で結成されたTAO。95年には阿
蘇くじゅう国立公園を有する大分県竹田市久住町を拠点とし、音楽や舞台美術、衣装など自らが制作し、
独自の世界を創り続けてきました。そのステージは世界各国で上演され、「かつてない日本のエンター
ティメントショー！」と大絶賛！昨年、結成20周年の節目を迎え、ヨーロッパツアー(43公演)の他、WBC開幕戦
オープニングアクトを務めるなどまさにワールドワイドな活躍。国内では歌舞伎役者、中村勘九郎・七之助
錦秋特別公演などにも参加しています。TAOのさらなる進化した舞台を是非ご覧ください。 

子ども達が演じる青い地球を守る緑の葉っぱたちと、老人や若者たち人間がくりひろ
げる、ファンタジックで美しい”いのち”の物語。優れた舞台芸術がもたらす感動を大
人から子どもまで実感することができ、”いのち”、”共生”や”環境”についてのメッセ
ージを深く受けることができる作品です。
世代を超えて親から子へ受け継いでいくべき傑作ミュージカルと
して大変お勧めですので、是非ご家族そろってご鑑賞ください！

これが本物のウィーン！ 豪華！
世界の宝！ウィーン・フィルの最高メンバー勢揃い。 

音楽通がオススメ！ファジル・サイのすごいところ

ウィーン・
ヴィルトゥオーゼン 
スペシャルコンサート
11/9
（日）

大ホール 開場15:00　開演16:00
全席指定 S席6,000円(ペア5,500円×2枚）
 A席5,000円(ペア4,500円×2枚）
 A席学生3000円

共催
8/2
発売開始

演奏プログラム（予定）
ロッシーニ：クラリネットのための序奏、主題と変奏
ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」より　
R.シュトラウス：交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」
チャイコフスキー：「くるみ割り人形」組曲（他）

助成：（一財）地域創造
平成26年度地域の文化・芸術活動

助成事業連携プログラム

託児あり
（要予約）

手影絵でお届けする「ハンド・シャドウズ・アニマーレ」にはいったい
どんな動物が登場するのか楽しみですね。そんな動物たちをもしか
したら自分の手で創り出せるかも…？そこでご紹介するこのフクロウ
とウサギの親子、よーく見るとフクロウの羽はそろえた指先で、ウサギ
の耳は二本の指でできていますね。本番では是非みなさんの手で
動物たちを創っていのちを吹き込む体験をしてみませんか？今回、
客席の前方にお子さんを優先とするキッズフラットスペースを設けます。
舞台の間近にぺたんと座って感動のステージをお子さんと共有し
てお楽しみいただけます。

劇団かかし座 「Hand Shadows ANIMARE」
9/26
（金）

大ホール1階席・キッズフラットスペース限定
開場18:30 開演19:00
全席自由　一般2,500円 子ども500円(3歳〜中学生）※2歳以下無料

主催

発売中

演劇

笑いで応援！ 
「志の輔らくご」 
立川志の輔 独演会2014

完売
御礼！

9/13
（土）

大ホール　
開場13:00 
開演13:30
全席指定 3,500円
共催:IBC岩手放送

落語

共催

発売中

最も権威あるUSA国際ハープコンクールで、日本人初の銀メダル、
特別賞受賞の期待の若手ハーピスト平野花子さんへインタビュー
-大きな楽器で、演奏が大変そうですね。
見た目ほどは大変ではないです。楽器自体は38キロぐらいあるんで
すが、持ち上げて弾くわけではないので重くはないです。ただ、足で
シャープとかフラットなどの臨時記号を操作するので、両手両足を使う
全身運動ではありますね。
-コンサートの注目ポイント
ハープってイメージとしては「ポロロン」と優雅な音が出るというイメージがありますよね。そういった
優雅な曲想のものも演奏しますが、今回はスペインの曲や日本の曲も演奏します。ギターに近いよ
うな音だったり、お琴っぽい音など、少し変わった音も楽しんでいただけるのではないかと思います。

ショー

こども

主催

K I D S A R T
子どもの舞台芸術体験事業

キッザート

9/30
（火）

聖路加国際メディカルセンター理事長

日野原重明先生

特別メッセージ

　私がミュージカルへと手掛けたこの「葉っぱのフレ
ディ」がそのままいのちの旅ということで、今度北上で
開催されるということになり、今年のフレディのキャスト
二人に昨日会いましたが、とってもかわいい、素晴らし
い役者ですよ。成功を祈っています。

　いのちは必ず失われるということですね。秋になり、冬になれば。しかし、再びいのちと
いうのは甦るということで、いのちのサイクルを葉っぱのフレディが演じ、人は死ぬことが
あってもまた新しい“いのち”として甦ってくるという哲学を示しているとおり立派なものだ
と思っています。見どころは雪の積もった大地にフレディが散っていくところです。この舞台
のクライマックスのシーンです。
　岩手県北上市の皆さんがご覧になったら本当に感激されると思いますよ。文章で読むの
ではなく子どもたちの声、歌でやることで人の心の中に沁み渡る、観る人にいのちというも
のを本当に真剣に考えようという気持ちにさせる傑作だと思います。期待していてください。

人のいのちという大切なものを考えさせるミュージ
カルです。いのちはいつか必ず失われる日は来る
ものですが、しかしその魂は甦るものだと岩手県の
方々、市民の方に理解していただきたいものです。
子どもが観ても十分に分かるし、大人が観てもいのち
のことを真剣に考えることのできる素晴らしいもの
ですから是非多くの人に観てもらいたいです。

ⓒMarco_Borggreve

注目！オッテンザマー
ウィーンフィル不動の首席クラリネット奏者、エルンスト・
オッテンザマーの音色は注目です！抜群のテクニックを
駆使して流れ出る、独特の柔らかく深みのある音には
心を奪われます。その音はクラリネットのイメージを
はるかに越えたもので、クラリネット吹きの目標といわれ
ることも。ちなみに息子さんがいて、なんとお兄さんは
同じくウィーンフィル首席！さらに弟さんもベルリンフィル
首席！3人そろって超一流のクラリネット奏者なんです！

山田うんさんのダンスカンパニー15
名が、オープンエリアで踊りまくる
《どこでもダンサー》として登場！
お客様は館内を自由に歩き回って
もOK！自分の好きな場所で眺める
のもOK！同時多発的にホールと
コラボするダンスをフリースタイルで
お楽しみください！

遊びにおいでよ！遊びにおいでよ！
表現する楽しさを

声にのせて歌っちゃおう

山田うん
ＹＡＭＡＤＡ ＵＮ

ダンスの先生 ダンサー・振付家

想像力を使って心と身体を動かし
自由に動いてみよう

芸術の英才教育ではなく、
「感じる心」を育む場所。

先生は現役のアーティスト！
圧倒的な表現力は子どもの心に届きます。

継続プログラムでいろいろな体験を。
未知との遭遇は心を大きく
豊かに広げます。

※講師は各2名、山田うんさん＆川合ロンさんペア
と城俊彦さん＆三田瑶子さんペアが交替で講師を
務めます。（Co.山田うんカンパニーより）

踊ろう
～

踊ろう
～

歌うわよ～歌うわよ～

 阿部美礼さん（ピアニスト）
ショパン、リスト、モーツァルト、ベートーヴェンも作曲家でありながら、
自ら演奏して、自分自身が音楽を伝える役割を担っていました。現代
では、作曲家と演奏者の役割が明確に線引きされていて、ファジル・
サイのような存在は貴重だと思います。今回のリサイタルは、それを
目の当たりに体感出来る機会ではないでしょうか？

2ndシーズン・8月～ うた 2ndシーズン・9月～ ダンス

※親子ペア券（大人子ども各1名）
※親子ペアに追加児童1名につき1,500円
※児童対象料金は小学生から4歳までです。
　3歳以下のお子様は入場できません。

ミュージカル

P1 P2

一緒に手影絵をつくったり、ご自宅に
帰ってからも新しい手遊びを見つけたり、創造性に

満ちた公演をお子さんとご覧ください。

2014/8/24（sun）
15:30～16:30の間
場所：館内どこかしこ

どこでも劇場× 
Co.山田うん

さくらホールHall in ART Vol.1 

 

キッズフラットスペース



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

2015年9月の大・中・小ホール（区分利用）
2014年12月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

2014年9月の利用調整会議
9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

92円切手を希望送付回数分添えてお申込み

月替わりpickupでより詳しくご紹介します
。

vol.55

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
定休 月曜日・さくらホール保守点検日

月曜日が祝日の
場合火曜日休み

さくらホール内レストラン

鈴木俊彦

牛たん焼の佐助

・牛たん
 全国配送承り中！
・牛たん
 全国配送承り中！
・特製牛たん弁当
 好評発売中！
・特製牛たん弁当
 好評発売中！

発売中

ライブ

こんにちはＢｉｂです♪まだまだ暑い日が続きますね！Ｂｉｂでは
只今スノーアイスが大好評です。こちらは夏限定メニューです！
８月はお祭りもありますので、皆様お誘い合わせのうえ是非
ご賞味ください。スタッフ一同お待ちしております。

【主催】アメリカ陸軍軍楽隊演奏会実行委員会
問い合せ先：
アメリカ陸軍軍楽隊演奏会実行委員会事務局（菊池） 022-286-3824

【主催】999プロジェクト　問い合せ先：999プロジェクト（田村） 090-1497-1371

【主催】斉藤松男クラシックギターを聴く会
問い合せ先：斉藤松男クラシックギターを聴く会（髙橋）
TEL 0197-63-5150 携帯 090-8256-7503

重厚でパワフルなブラスサウンド！
スタンダードジャズからアメリカン
ポップスまで、ステージいっぱいに
繰り広げられる華麗なパフォーマ
ンスは圧巻！！

チケットのお求めは、北上さくらホール
他、各プレイガイド又は主催事務局
へ直接お申し込み下さい。
申し込み先：022-286-3824

世界が注目！そんな演奏を東北では最
初に北上で！インターネット動画サイト
YouTubeで人気沸騰、再生回数100
万回超の刺激的ピアノデュオ アンダ
ーソン＆ロエ。是非生演奏で体感して
いただきたい「美しく、青く、熱く、激し
く、華麗なる（？）ドナウ」

いわての音楽家のみなさん！いっ
しょに音楽会をつくっていくアー
ティストを募集しています。北上
さくらホール＆前沢ふれあいセン
ター＆大船渡市リアスホールの3
館が連携してみなさんの活躍の
場をつくります。さあ、一緒に音
楽会をつくりましょう！

前回の999コンサートvol.２（6月22日当ホールにて開催）
にて好評を博したチェロの植草ひろみさん。今回の999
コンサートvol.3では、ともにアルゼンチンの作品に魅せら
れた鈴木美奈子さんと運命的に結成されたDuo-Evita
（デュオ・エビータ）の二人が今宵、アルゼンチンの風を皆
様にお届けいたします。☆北上フィルハーモニー管弦楽
団所属の岩見千丈さんがギターでゲスト共演します。

クラシックギターへの純粋な思い
は今なお健在。国内外での演
奏活動やギター修復技術習得、
教材製作や映画の演奏指導、
旅先でのミニギター教室、ジャンル
を越えた選曲など多彩。時間を
見つけては病院等での演奏会
や若手育成にも注力。円熟味を
更に増した“斉藤松男の世界”
を皆様にお楽しみ頂きたく、
ご来場をお待ちしております。

アメリカ陸軍軍楽隊　
Ｊａｚｚ＆Ｐｏｐｓ Ｌｉｖｅ2014
9/11
（木）

中ホール 
開場18:30 開演19:00 終演21:00
全席自由 前売 一般2,500円 学生1,500円
 当日 一般3,000円 学生2,000円

発売中

コンサート

アンダーソン＆ロエ
ピアノデュオ・コンサート

いわての音楽家と音楽会をつくります！

アーティスト募集!

9/10
（水）

大ホール
開場18:00 開演18:30 終演20:30
全席自由　前売・当日2,000円

発売中

コンサート

999　Concert Vol.3
Duo Evita アルゼンチン・ナイト
9/12
（金）

中ホール
開場18:00 開演18:30 終演20:30
全席自由　前売・当日999円

発売中

コンサート

北上市出身　斉藤松男
クラシックギターコンサート
9/20
（土）

中ホール 
開場17:30 開演18:00 終演20:00
全席自由 前売・当日 2,000円
※未就学児入場不可

今回は、さくらホールのすぐ近くで、本場仙台の牛たんが味わえる「佐助」さんのご紹介
です。店長自身、牛たんが大好きで、脱サラで始めた牛たん屋とのことです。牛たん焼
の元祖「太助」で修業し、北上の地で伝統の味を伝え続けて１５年になったそうです。

北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし Pick up!

■募集対象 キャスト、スタッフ（装置、音響、衣装、化粧、美術etc）
■公演期日 平成27年2月21・22日（土・日）
■初顔合わせ 平成26年11月15日（土）19:00～
■活動期間 初顔合わせから公演終了日まで
＊稽古時間・場所は決まり次第ご案内します

問合せ・申込先

第38回北上市民劇場
参加者大募集！〈年齢不問・参加無料〉

北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし事務局
さくらホール

TEL：090-8617-5346 http://www.teleblo.jp/shimingeki/

TEL：0197-61-3300

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。

アメリカ陸軍軍楽隊が
北上にやってくる！！

"想い"が詰まった10周年記念ソング。
北上市のＮＰＯ法人、芸術工房さんは芸術活動の支援
や人材育成を行う市民の集まり。10周年記念のオリジナル
ソング「光満つ朝」について昆野將俊さん、宇津志博恵
さんにお聞きしました。
―なぜ「うた」を作ろうと思ったんですか？
昆野：10年間さくらホールと共に北上で芸術を盛り上げ
るために取り組んできて、あちこちから音楽や歌声も聞
こえるようになってきました。これを何かの形で残したい、
伝えたいという想いで歌を作りました。
―歌詞にはさくらホールの立ち上がりのときの想いなど
もギュッと詰まっていますよね。
昆野：最初は新しいホールが出来るけれど、この先はどう

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！

さくらホール正面口

http://www.gyutan-sasuke.com/
TEL.0197-65-2600

「これからも初心忘れるべからず、旨い牛たんを提供していきます。
 これからも末長くよろしくお願いいたします。」店長より

特製牛たん弁当1,050円（税込）

■アウトリーチ見学 平成26年9月11日（木）・12（金） 大船渡市内
■企画説明会とアウトリーチについての研修会
 平成26年9月19日（金）18:00～
■アーティスト選考 平成26年10月3日（金）夕方より
 （オーディション形式/非公開）
■オーディション合格者による研修会　10月～1月
■本　番 北上市内小学校でのアウトリーチコンサート 1月（2回）

2年間の活動期間内に、アウトリーチとコンサートを実施します。
参加費無料、コンサートとアウトリーチには謝金・出演料があります。
詳しくは募集要項をご覧ください。（3館で配布中）

西和賀町の銀河ホールにて毎年9月に開催されている「銀河ホール
地域演劇祭」になんと！北上市民劇場が出演することになりました。
演目は今年2月に公演して好評いただいた「第37回北上市民劇場 
昔話による喜劇 がんとり」です！
9月6日(土） 出演は18時15分予定ですので、ぜひご来場ください！

皆さまこんにちは！今回はダンス利用で大
活躍中のミラーパネルを紹介するのだ。
その使用頻度の高さから、7月より大アト

リエに“3面折りたたみ式ミラーパネル”が新たに5台常設されたのだ。もちろん
使用料はこれまで通り無料、大アトリエ内常設のため予約不要。ミラーパネル5台
分すべて広げると、西側の壁一面がミラーに大変身！今までのように大アトリエ
にミラーパネルを運ぶお手間を取らせずに済むので、より手軽に利用できるよう
になったのだ。なお、今後はミラーパネル移動に伴う危険を考慮し、1階（階段下
4台）と2階（ファクトリー倉庫6台）に置いてあるミラーパネルは、それぞれの階だけ
の移動に制限させていただくので、ご了承ください。ミラーパネルは割れる危険
もあるので、丁寧に扱いながら、どんどん活用して欲しいのだ！（さくら～マン・戸）

ミラーパネルの巻

vol.17突撃
鏡でフリ見て
我がフリ直せ！

アンサンブルも可
オープンピアノDAY

１時間 3,000円
■参加料 ※複数名での使用が可能

※レッスンの場合には先生から別途3,000円
※録音がセットになりました。（１時間とりっぱなし）

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。

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

主催

音楽

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。

H26年
9/8（月）
ファツィオリF278
スタインウェイD-274
10:00～21:00

H26年
8/27（水）
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CF－ⅢS
10:00～21:00

H26年
10/29（水）

H27年
1/18（日）
ファツィオリF278
スタインウェイD-274
10:00～21:00

H26年
12/25（木）
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CF－ⅢS
10:00～21:00

H27年
2/5（木）

9/7（日）～ 受付分

【注意点】

（当日精算）

受付中 満員 満員

全部広げるとこうなるんだYo!

なるんだろうという不安から始まりますが、どんどんとみんなの動きが盛り
上がってきて、いま光が見えた！という気持ちです。
宇津志：さくらホールに来れば歌詞の意味がきっとわかると思います。本
当に盛り上がりが感じられますので。利用者の方も共感していただける
のではと思います。
昆野：芸術工房の10周年記念ではありますが、さくらホールの10周年をお
祝いしたいという気持ちも込められていますので、この曲を沢山の方に
聴いてもらえる機会が増えるといいなと思います。
たくさんの人たちの想いが詰まった記念ソングＣＤ「光満つ朝」は
1000円で絶賛発売中！宇津志博恵さんが歌うジャズバージョン、民話研
究会の阿部光子さんが語る「北上地方の方言による解説」など内容が
盛りだくさん。ＮＰＯ法人芸術工房（0197-64-7567）へご連絡ください！（裕）

P3



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

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

国
道
4
号

さくら野
北上店

ホテル
ルートイン
北上駅前

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

一心

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

アメリカンワールド

CANDEO HOTELS

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

東山堂

ヤマダ電機

半田屋
さいとう製菓

北上自動車学校

サンクス
トレンタ

牛たん佐助
和かな

Bib

あたりや

ビストロ
フェリーチェ

遊歩道
2F南入口
（9：00～17：00）
※冬期間閉鎖

正面
入口

さくらホール

きくすい

第2駐車場第2駐車場

第1駐車場第1駐車場

入口

入口（大ホールイベント時開放）

入口

4

駐車場台数680台

・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

N↑
盛
岡

仙
台
↓

※平成26年7月25日現在の情報です。※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。

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。

http：//www.sakurahall.jp/ 公演案内→取扱チケット

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。

※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。

※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。

※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予約制託児サービスのご案内
（託児マークアリの公演）

託児場所
対象年齢
時　　間
料　　金

定　　員
持 ち 物

申込方法

申込締切

1F キッズルーム
1才～未就学児童
開場～終演まで
子ども1人につき￥1,000

8名程度
着替・飲み物・おやつ・
お気に入り玩具etc
電話またはサービスセンター
にて予約
公演1週間前まで

●
●
●
●

●
●
 
●
 
●

（予約申込時に精算）

（先着順・定員数になり次第）

前沢ふれあいセンター平成26年度松竹特別公演
「ピーターズレヴュー」「愛の賛歌 越路吹雪を慕って」 8/30（土）

奥州市文化会館
（Zホール）大ホール

とうぎんお笑い寄席
三遊亭円楽　春風亭昇太　Ｕ字工事

合唱団　白樺　コンサート
Zホールロシア民謡合唱団と奏でるロシア民謡の調べ 8/31（日）

9/10（水）

岩手県民会館
大ホール

岩手県民会館
中ホール

岩手県民会館
大ホール

臼澤みさきコンサート
～故郷に想いを寄せて～

フランツ・リスト室内管弦楽団
with　神尾真由子

トム・プロジェクトプロデュース
舞台「淑女のロマンス」

みんなだいすき　アンパンマン！
やなせたかしの世界展

9/27（土）

9/28（日）

10/13（月・祝）

10/18（土）

10/29（水）

矢巾町文化会館
（田園ホール）

胆沢文化創造センター
大ホール

花巻市文化会館
大ホール

奥州市文化会館
（Zホール）大ホール

岩手県民会館
大ホール

いわてJAZZ 2014
Red Side 9/15（月・祝）

9/15（月・祝）

盛岡市民文化ホール
展示ホール

木梨憲武展×20years
INSPIRATION―瞬間の好奇心

8/20（水）
～9/28（日）

いわてJAZZ 2014
Blue Side（無料整理券）

第19回　大地の詩コンサート
Fantasy of Erhu  ～二胡に魅せられて～

岩手県民会館
中ホール

金ケ崎町中央生涯教育センター
大ホール

～岩手のピン～ｖｏｌ．3
立川志らく独演会 8/28（木）

8/24（日）

花巻市文化会館
大ホール

マロとN響の仲間たち
ヴァイオリン：篠崎史紀（愛称“まろ”） 8/30（土）

岩手県民会館
大ホール舞台「炎立つ」

ドリーミング　ファミリーコンサート

姫神コンサート2014　～心育む旋律～

財津和夫CONCERT2014

10/21（火） 花巻市文化会館
大ホール

9/20（土）
～9/21（日）

盛岡市民文化ホール
（マリオス内）大ホール

北東北最大級ハワイアン＆タヒチアン合同ステージ
ビッグマハロフェスティバル2014 9/15（月・祝）

盛岡・Nanak
7階催事場

10/4（土）～
11/3（月・祝）

さくらホールイベントカレンダー 2014年7月25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

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。

8/5（火）

8/5（火）

8/9（土）

8/10（日）

8/12（火）

8/17（日）

8/23（土）

8/24（日）

8/31（日）

8/31（日）

9/6（土）

9/7（日）

9/7（日）

9/10（水）

9/11（木）

9/11（木）

9/12（金）

9/13（土）

9/14（日）

9/14（日）

9/15（月・祝）

9/20（土）

9/21（日）

9/21（日）

9/26（金）

9/30（火）

主催者へ
お問合せください

主催者へ
お問合せください

主催者へ
お問合せください

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
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
指定

全席
自由

全席
指定

─

─

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

主催者へ
お問合せください

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

発売中
ホール取扱

整理券配布中
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

完売と
なりました

発売中
ホール取扱

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。

“わ”で奏でる東日本応援コンサート2014ｉｎ北上
中ホール　開場18：30 開演19：00 終演21：00 特定非営利活動法人芸術工房 TEL 0197-64-7567

夏の夜のサロンコンサート
小ホール　開場18：30 開演19:00 岩手県ピアノ音楽協会北上支部（及川） TEL 0197-64-0495

全日本吹奏楽コンクール　第52回岩手県大会 （中学校小編成の部　高等学校小編成の部）
大ホール　開場9：30 開演10：00 岩手県吹奏楽連盟事務局 TEL 090-7563-8585

全日本吹奏楽コンクール　第52回岩手県大会 （小学校の部　職場・一般の部）
大ホール　開場9：30 開演10：00 岩手県吹奏楽連盟事務局 TEL 090-7563-8585

ミュージカル　葉っぱのフレディ　ーいのちの旅ー　春組公演
大ホール　開場14：30 開演15：00 終演16：45 さくらホール TEL 0197-61-3500

鬼っジョブ　～北上おしごとパーク～　2014
全館　開場9:00 開演9:25 終演15:30 公益社団法人北上青年会議所事務局（平野） TEL 0197-65-0281

みんなで踊るオリジナルダンス盆踊り大会　さくら盆ジュール2014
野外特設会場　17:00～20:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

藤原幸枝バイオリン教室　発表会
中ホール　開場12:30 開演13:00 終演16:00 藤原幸枝バイオリン教室 TEL 0198-45-3479

第3回あきこバイオリンレッスンルーム発表会
中ホール　開場13:45 開演14:00 終演16:00 あきこバイオリンレッスンルーム（畠山） TEL 080-6006-8102

若柳染智春会　おさらい会
中ホール　開場10:30 開演11:00 若柳染智春会（下澤） TEL 080-6028-8133

日本舞踊若柳流比呂恵会　ゆかた会
中ホール　開場13:30 開演14:00 終演16:00 若柳流比呂恵会 TEL 0197-65-0386

第24回北上市民芸術祭参加 　新舞踊「幸の会」発表会　～清風の誘いに～　「幸」は舞う 
大ホール　開場10:00 開演10:30 幸の会事務局（石川） TEL 090-5350-8305

第24回北上市民芸術祭参加　北上喜櫻会「第30回謡と仕舞の会」
中ホール　開場11:30 開演12:00 終演16:00 北上喜櫻会（平野） TEL 0197-64-2701

金剛山歌劇団北上公演（歌と踊りのアンサンブル）　ひとつの山河
大ホール　開場13:00 開演14:00 終演16:00 金剛山歌劇団公演実行委員会 TEL 019-651-0810

アメリカ陸軍軍楽隊　Jazz＆Pops Live2014
中ホール　開場18:30 開演19:00 終演21:00 アメリカ陸軍軍楽隊演奏会実行委員会事務局（菊池） TEL 022-286-3824

笑いで応援！「志の輔らくご」　立川志の輔独演会2014
大ホール　開場13:00 開演13:30 終演16:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

999 Concert Vol.3　Duo Evita アルゼンチン・ナイト
中ホール　開場18:00 開演18:30 終演20:30 999プロジェクト（田村） TEL 090-1497-1371

アンダーソン＆ロエ　ピアノデュオ・コンサート
大ホール　開場18:00 開演18:30 終演20:30 999プロジェクト（田村） TEL 090-1497-1371

北上市立南中学校吹奏楽部　第24回定期演奏会　
大ホール　開場13：30 開演14：00 北上市立南中学校（赤沼） TEL 0197-67-4318

第24回北上市民芸術祭参加　黒沢尻歌舞伎公演　30周年記念
中ホール　開場12:30 開演13:00 黒沢尻歌舞伎保存会 TEL 0197-63-4529

黒沢尻2区　ふれあい芸能ステージ
中ホール　開場13:00 開演13:30 終演16:00 後藤 TEL 0197-63-4431

北上市出身　斉藤松男　クラシックギターコンサート
中ホール　開場17:30 開演18:00 終演20:00 斉藤松男クラシックギターを聴く会（髙橋） TEL 0197-63-5150 携帯 090-8256-7503

第24回北上市民芸術祭参加　第36回北上市民謡まつり
大ホール　開場9:30 開演10:30 終演15:30 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22回定期演奏会
中ホール　開場13:30 開演14:00 終演16:00 北上市立飯豊中学校（菅原・村上） TEL 0197-68-2714

劇団かかし座 「Hand Shadows ANIMARE 」
大ホール　開場18:30 開演19:00 終演20:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

きたかみサロン音楽会2014　Vol.1 平野花子　ハープによる天上の響き
小ホール　開場18:30 開演19:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

S席 5,000（親子ペア7,500）
A席4,500（親子ペア6,500） ３階席3,000（親子ペア4,500）

※親子ペア追加児童1名につき1,500

※北上に避難されている方及び小学生以下無料（要無料入場券）

1,000
小学生 500

2,500
高校生以下 2,000

2,000
高校生以下 1,500

3,000
学生 2,000

2,500
学生 1,500

2,300
学生（大・高） 500

2,000
学生（大・高） 500

1,000
小学生 500

1,5001,200

─

─

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

午前から
混雑
午前から
混雑

午前から
混雑
午前から
混雑
夕方から
混雑

入場無料

参加無料・申込不要

入園登録料 1,000
（事前登録制）

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）

入場無料

入場無料

3,500

2,000

2,000

全席
自由 999

1,000

2,500
子ども（3歳～中学生） 500

1,500
高校生以下 1,000

1,000

託児アリ
３歳以下入場不可

※児童対象料金は４歳から小学生まで

託児アリ
未就学児入場不可

託児アリ
2歳以下無料

託児アリ
未就学児入場不可

未就学児入場不可

未就学児入場不可

未就学児入場不可

中学生以下入場無料

公演当日
大ホール受付にて
指定席と引換

対象：小学4年生
          ～6年生
（先着400名）

※雨天の場合は
さくらホール内にて

未就学児入場不可

未就学児入場不可

中学生以上有料

完 売



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

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

（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・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

暑中お見舞い
申し上げます

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）

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

北上市さくら通り2-2-43　0197-63-4130
営業時間 11：00～22：00（21:30ラストオーダー）

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
http://abemycar.co.jp

有限会社 阿部マイカーセンター

TEL.0197-63-2890

〒024-0084　北上市さくら通り3-1-18

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

北上「さくら染め」レースハンカチ
大好評販売中！

全国観光土産品連盟 会長賞受賞

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】
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

17：00～22：00（ラストオーダー21:00）

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

お会計時にさくらホールPressのご提示お願いいたします。

★スパゲティ・ピザご注文のお客様限定★

トレ ン タ スパゲッティ専門店トレンタスパゲッティ専門店トレンタ

デザート全品半額

移転オープンしました！移転オープンしました！

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

国道107号線
東山堂 ラーメンあたりや

さくら
ホール

大衆食堂
半田屋
北上店北上線

シェルGS

ジョイス
トイザらス

至花巻

至北上駅至一関至北上IC

柳原駅

国
道
４
号
線

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

金曜日来店の方、豚キムチ定食（¥1,000）
串カツ定食（¥1,000）に刺身サービス！

（ライス味噌汁お代り自由）

就職率100％
上野法律 検索

就職

公務員

資格

就職者数 194 名 / 就職希望者数 194 名

ドッグラン&ペット火葬＆
ライフレスキュー
ドッグワン北上
0197-68-4858

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

もしも大事なペットが不幸にして
亡くなられたたら、電話一本で引取
りお伺い致します。遺骨はパウダー
処理して埋葬しやすく致します。

舶来屋

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。

ブログ発信中

ホームページ  http://produce-m-sato.com
E-mail  produce.m@ezweb.ne.jp

花巻市実相寺20-1tel.0198-24-5212
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