
木の家木の家
株式会社オノダ住宅事業部　北上展示場
北上市さくら通り2丁目10番36号（ヤマダ電機さん向かい） TEL0197-65-5331

（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

TEL.0197-63-2890

〒024-0084　北上市さくら通り3-1-18 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

さくらホール正面口

牛タン弁当好評発売中！
http://www.gyutan-sasuke.com/

TEL.0197-65-2600

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

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

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

牛
一
頭
で

家
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す
。

断熱については 木の香の家

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

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

さくら染めタオルハンカチ
いわて特産品コンクール

岩手県市長会会長賞を受賞！！

☆お気軽に、ご相談下さい☆

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

各種オススメ料理ご用意しております

金曜日来店の方、豚キムチ定食（¥1000）
串カツ定食（¥1000）に刺身サービス！

廃棄物収集運搬処分廃棄物収集運搬処分

家屋内の清掃家屋内の清掃

宝介 北上店
北上市さくら通り2丁目3-29
TEL.0197-64-5577

110円食べ放題！（小学生無料）
※ラーメンご注文のお客様に限ります

ライス・ニラキムチ
白菜キムチ・もやしサラダ 

グランシェフ特製
料理試食会
グランシェフ特製
料理試食会

【日曜限定】【日曜限定】

ゲストを美味しいお料理で楽しませたい！
そんなふたりはこのフェアでジャポナイズの
グランシェフが作る特製の婚礼料理をチェック！

お客様感謝デーお客様感謝デー
プレー費：￥2,900

食堂も営業しております。お気軽にご来場ください。

北上市民ゴルフ場
TEL 0197-67-3011

http://kitakamishimingolf.com
mail:info@kitakamishimingolf.com

マイルドハイブリッド搭載 アグレッシブ・コンパクト

㈲阿部マイカーセンター
北上市藤沢18地割102番地23（国道４号線流通センター入口）

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）

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

｜6/8｜6/22｜

TEL 0197-64-2222 HP abemycar.co.jp

12：00～15：0012：00～15：00

ひととひとが出会う場所。
だれか わたし
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（土）

野尻小矢佳（パーカッション）　新崎誠実（ピアノ）

藤井隆史＆白水芳枝（ピアノデュオ ドゥオール）
ダニエル オッテンザマー
（クラリネット）

村田千佳（ピアノ）

きたかみサロン音楽会2016
リー・リトナー
 &ジャパニーズ・フレンズ 2017

子どもとおとなのための◎読み聞かせ
お話の森 さくら盆ジュール2016

名曲の花束 
ソフィア・ゾリステン&リヤ・ペトロヴァ

立
川
志
の
輔
独
演
会
2016
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保守点検日の為休館

希望郷いわて国体
による入館制限

平成28年
9月29日（木）～10月1日（土）
10月9日（日）～10月11日（火）
10月20日（木）～10月24日（月）

6月21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。

上記期間中は、駐車場ならびに館内すべて
立入禁止となります。ご了承ください。

■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

P1～4
公演案内
●松竹大歌舞伎
●青少年芸術鑑賞事業
　オペラシアターこんにゃく座
●さくらホールしょうげき！公演Vol.１
●盆ジュール
●名曲の花束
●きたかみサロン音楽会
●立川志の輔独演会
●第40回北上市民劇場
●さくらホールバンド塾

P5～6
募集
●いわての演奏家
●子どもの舞台芸術体験事業
　KIDSARTうた＆ダンス
●オープンピアノDAY
●フロント研修

貸館公演紹介
P7～8
SAKURA NOTE
●アップライトピアノ
●デジタルテレビ

C`est bon セ ヴォン
●2台のファツィオリ
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

サテスタ日記
●バンド塾、開校。

Café＆Restaurant Bib
●スノーアイス

スポンサーさんこんにちは！
●vol.78 瀬美温泉
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

P9～10
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
さくらホールまでのアクセス
各スポンサーのお知らせ

※この情報誌は、芸術振興のために北上市とともに取り組んで発行しています。color : 桜桃色（チェリーピンク）

発行者：（一財）北上市文化創造 

特大号

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。 Printed by 川口印刷工業株式会社



定番サービス
ペア割

定番サービス
ペア割
昼・S席×2名様昼・S席×2名様

昼夜・A席×2名様昼夜・A席×2名様
各500円引！各500円引！
各500円引！各500円引！

皆でわいわい
グループ割
皆でわいわい
グループ割
昼・夜 S席×4名様昼・夜 S席×4名様

各700円引！各700円引！
S席限定ペアS席限定ペア
各1,000円各1,000円
割引！割引！

一番お得な
夜割

一番お得な
夜割

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窓口、インターネットチケット・サービスのみでの取り扱いです。 
※当ホールの主催公演（子ども対象公演を除く）は、原則的に未就学児の入場はできません。（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

発売中

主催

平成二十八年度（公社）全国公立文化施設協会主催
松竹大歌舞伎 市川染五郎出演

大ホール　昼夜2公演
昼公演　開場12:30 開演13：00
夜公演　開場17:00 開演17：30
全席指定 S席7,000円 A席5,000円 B席4,000円 3階席2,000円
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

歌舞伎

7/9
（土） 託児あり

（要予約）

はじめての歌舞伎体験！　黒沢尻歌舞伎「さくら道中」デビュー！

夏の風物詩、松竹大歌舞伎。
今年は人気と実力を兼ね備えた市川染五郎の座頭公演！
フレッシュな顔ぶれが揃う今年の夏歌舞伎は、魅力あふれる4つの演目です。
一、「ご挨拶」・・客席と舞台が近しく感じられる一幕。染五郎さんが素顔で登場します。

二、「晒三番叟」・・裾を引いた姫が三番叟を踊るという趣向が珍しい舞踊。

三、「秀山十種の内　松浦の太鼓」・・赤穂浪士の討ち入りを心待ちにする松浦候の物語。

四、「粟餅」・・江戸で人気の粟餅売りの姿を舞踊化した作品。楽しい軽妙な舞踊を。

今回は、芝居の上演の前に「ご挨拶」のひと幕が設けられました。染五郎さんは素顔で
舞台に立ち、「歌舞伎の歴史や演目のご紹介をしたうえで、歌舞伎をご覧いただく。さらに、
イヤホンガイドではその土地の話を盛り込むなど、あらゆる角度で歌舞伎を楽しんでいただこう
と準備を進めています」と、芝居以外の部分にも力を注いでいるようです。「皆様に楽しん
でいただけることをどれだけ実行できるか。そこに精力を傾けられるのも若い座組の武器」
と語ってくれました。さくらホールで夏の松竹大歌舞伎を、存分にお楽しみください！(裕)

初役で松浦鎮信を勤める『松浦の太鼓』。いつも見ていた叔父の吉右衛門さんの松浦侯
は、「見ていて、聞いていて本当に楽しく、勉強することも忘れて見てしまう。感情を思うがま
まに操られてしまう快感があります」。と｣語りました。「大好きな芝居の一つです。今回、演
じることがとてもうれしく、興奮しています。誰よりも演じる回数が多くなるように、を目標にし
ております」とのこと。「自由自在のせりふ術、自由自在に心を動かすことができないと成立
しない芝居。かといって一所懸命になっても成立しない芝居です。年齢の高い役なので、
ゆとりや大きさを忘れずに勤められれば」と、満を持して初役へ挑みます。

市川染五郎です。今年の夏は
松竹大歌舞伎で岩手県に伺い
ます。歌舞伎初心者の方も楽し
んでいただける演目です。私、市
川染五郎がお客様にご挨拶す
る一幕もございます。北上さくら
ホールでお待ちしております。

「岩手の皆さまへ」
特別にメッセージをいただきました！

大好きな芝居、憧れの役

歌舞伎を楽しんでいただくためにできることを

市
いち か わ こ ま ぞ う

川高麗蔵 嵐
あらしきつさぶろう

橘三郎 中
なかむらかしょう

村歌昇 市
いちかわそめごろう

川染五郎中
なかむらかずたろう

村壱太郎

©松竹

4/24（日）黒沢尻歌舞伎さんの「さくら道中」に出演した小学生の二人。朝7:00から
お支度が始まり、北上展勝地、お宮通り諏訪町、江釣子SCパルで禿役（カムロ）を演
じきりました。かつらが重く、着物も重く、足元がぽっくり。「大変だったけど、楽しかった！」
「大きくなったら花魁役をやってみたい！」元気いっぱいの二人。歌舞伎って楽しいよね！

　頭に羽二重をつけて準備万端

お人形さんのような
かわいいお着物 鬘をつけて…

花魁の座布団と
キセル入れを持って

お化粧

今回の公演について、市川染五郎さんが東京で記者会見を行い、
公演の見所や、初の座頭としての意気込みを語りました。

2016
8月
12日

（金）

17時
より

振付：コンドルズ近藤良平
作詞作曲：ストライク

はやて

8/12
（金）

野外特設会場にて 17:00〜20:00（予定）
入場無料

オリジナルダンス盆踊り大会「さくら盆ジュール」、今年も開催決定!
老いも若きも踊らにゃソンソン！おいしいお店も続々出展、夏の終わりの盆踊り大会！
正真正銘のオリジナル「はやて」は誰でもすぐにマスター
できて覚えたら忘れられない！

入場
無料

主催

さくらホールオリジナル盆踊り大会
さくら盆ジュール2016盆踊り

【踊りチーム】

【演奏チーム】ブラックボト
ム

ブラスバンド
YASSYさん編曲

ブラスバージョン「はや
て」

パレード予定！
コンドルズメンバーによる「はやて」ダンス練習会予定！詳細は次号にて発表！

大ホール 12日 開場13:00 開演13:15
 13日 開場 9:45 開演10:00
 13日 開場13:00 開演13:15
2F・3F席　自由席 一般2,000円 高校生以下500円
※未就学児無料
※未就学のお子様は保護者の付き添いが必要です。

7/12
（火）

7/13
（水）

発売中

主催

オペラシアターこんにゃく座

平成28年度青少年芸術鑑賞事業（一般鑑賞可）

演劇

今年の青少年芸術鑑賞事業は、オペラシアターこんにゃく座が演じる「ロはロボットのロ」。こんにゃく座は“日本語がはっきりわかる
オペラを創作上演する”オペラ劇団です。マイクを通さない歌声、ピアノ、様々な楽器の生演奏による作品を数多く上演していま
す。今回の演目「ロはロボットのロ」は“テト”という名のパンを焼くロボットが魔女の支配する町で人々を助けるためにパンを作り続
けるというお話です。魔女、町の人々、そしてテトはどうなるのでしょうか？是非とも劇場でご確認ください。
青少年芸術鑑賞事業は北上市内の小学校を対象に行う公演ですが、一般のお客様にもご鑑賞いただけます。鑑賞エリアは2階席１６列以降と３階席になります。
また未就学のお子様は保護者の付添が必要です。

楽しい絵本をいっぱい読むよ

発売中

主催

さくらホールしょうげき！公演Vol.1
子どもとおとなのための◎読み聞かせ お話の森

中ホール　開場13：30　開演14：00　全席自由
大人2,000円 子ども700円（3才～中学生） 親子ペア2,500円（おとな1+こども1）
※3歳未満のお子様は保護者1名につき1名膝上鑑賞無料

7/18
（月・祝）

演劇

あのオフロスキー役で大人気！ダンスカンパニーコンドルズや俳優として
活躍する小林顕作さんによる絵本の読み聞かせ。

「宇宙レコード」の作・演出・出演ほか、ダンスカンパニー
「コンドルズ」に立ち上げから参加し、作品中のコント
脚本のすべてを担当。また、NHK Eテレ「みいつけた！」
のオフロスキーで現在大人気。舞台の客演、演出、
ラジオ、CMのナレーションでも活躍中。

ペア券
PG購入可

「お話の森」公演の楽しいポイント「お話の森」公演の楽しいポイント

小林顕作 こばやしけんさく小林顕作 こばやしけんさく
Point!Point! お子様が小さくても安心お子様が小さくても安心

四畳半にちゃぶ台…
昭和世代も喜ぶ舞台セット。

前回の舞台より 「ほげちゃん」やぎたみこ作 偕成社

参加型のよみきかせ！？
客席のこどもたちとの掛け合いもおもしろい！

＊オムツ替えや授乳に便利な
 「赤ちゃん休憩室」があります。
＊ベビーキープを設置しているトイレがあります。
＊大きな荷物はコインロッカーへ
 （100円／コイン返却式）

スクリーンにカラフルな絵本が
大きく映し出されます。

託児あり
（要予約）

P1 P2



脚本の基本を学びながら、北上市民劇場本公演の脚本を創り上
げてみませんか？第39回市民劇場「笹リンドウを掲げよ」も、このワ
ークショップで誕生しました！さて、記念となる第４０回は…あなたの
作品が上演されるかも？ぜひお問い合わせください。

5月22日（日）に行われた
総会で、新しい市民劇場
がスタートしました！市民
参加型で作り上げる市
民劇場、今年はいよいよ
節目の40回となります！
脚本はこれからですが、
キャストだけでなく、市民
劇場を一緒に創り上げる
スタッフも併せて随時募
集しています。みんなで、
第４０回北上市民劇場を
創り上げましょう！

■日　程：

■時　間：
■場　所：
■講　師：
■参加費：
■応　募：

6月12日～9月11日まで　全4回
6月12日（日）、 7月18日（月・祝） 、8月20日（土）、 9月11日（日）
13：00～16：00（3時間）
さくらホール オープンルーム
くらもち　ひろゆき
2,000円（全4回分、初回日にお支払いいただきます）
電話・窓口にて事務局までお申込みください。
やっぺしHPからもお申込みいただけます。
※随時申込可能、途中参加も大歓迎です。
※筆記用具、ノートを準備してお集まりください。

◆募集対象：

◆公演期間：
◆活動期間：

◆問合わせ：

キャスト、スタッフ（装置・音響・衣装・化粧・美術etc）
など何でもＯＫ。
平成29年2月25日(土)・2月26日（日）
初顔合わせ～公演終了日まで
※稽古は初顔合わせ以降ですが、ワークショップ等は
　適宜行わせていただきます。決まり次第ご案内します。
北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし事務局
TEL：090-8617-5346　髙橋

くらもち ひろゆき
茨城県坂東市生まれ。盛岡市在住。
2005年より、岩手県内各地の小学校で出前演劇ワークショップを
行う。日本劇作家協会東北支部長。もりげき演劇アカデミー講師。
岩手大学非常勤講師。「架空の劇団」代表。

やっペし寺子屋 演っペし
～おはなし書くべ

ぇ

北上市民劇場を盛り上げる会 脚本講座

開催！
参加者大募集！〈年齢不問・参加無料〉  参加者大募集！〈経験不問〉

や

※市民劇場を運営する団体です。

プラメン・デュロフ
（指揮）

昨年のバンド塾Vol.4で熱く教鞭をとってくれました
“高橋北田佐藤沼”セッションバンド。
今年も夏のライブツアーで多忙の中、さくらホールもツアーの
一つに入れて頂きました!
バンドセッションで必要な要素、作曲やアレンジの仕方、
さらにはライブまで!!
もの凄く豪華なワークショップとなっております!!!

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

クラシック

6/11
一般発売

主催

クラシック

6/11
一般発売

主催

名曲の花束 
ソフィア・ゾリステン&リヤ・ペトロヴァ

大ホール　開場18:30 開演19:00
全席指定　S席4,500円 A席3,500円
（各ペア500円引）
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

11/1
（火）

きたかみサロン音楽会2016
（3公演セット）
小ホール　各公演開場18:30 開演19:00
全席自由　一般1,500円 高校生以下1,000円
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）　

申込
受付中

主催

一般 4,500円 ⇒ 3,000円
高校生以下 3,000円 ⇒ 2,700円 さくらホールバンド塾

“学にマナブ!”この夏もまた、あの伝説のバンドがやってきます！

高橋 学（ギター・ボーカル）
20代は東京のミュージックバーで箱付きのギタリストとして活躍。
現在は拠点を岩手に移し東北・関東方面で活動している。奥州FM 
毎週金曜日夜8時から「高橋学のまなすて。」でDJを担当中。

北田 了一（キーボード）
ジャズを中心に幅広いジャンルで演奏やレコーディング、製作に携
わる。また、ヤマハの講師としてジャズピアノなどの指導に当たる。
1995年「横浜ジャズプロムナードコンペティション」においてグラ
ンプリのオリジナル大賞、横浜市民賞を受賞。現在も多数のアー
ティストと様々な企画に参加している。

佐藤 弘基（ベース）
大学在学中より独学でベースを弾き始め、その後は仙台を中心に
演奏活動を始める。多くのミュージシャンと出会い現在は主にジャ
ズベーシストとして東北を中心に活躍中。

沼 直也（ドラム）
山口県出身。14歳から独学でドラムを始め、高校卒業後ジャズドラ
マー　ジャージ大塚氏に師事。その傍ら音楽専門学校に通い、アメ
リカ留学もする。2002年にメジャーデビューをし、現在もスタジオ
ワークやライブサポート、複数のバンドのメンバーとして活躍中。

ワークショップ講師

vol.8

8/28
（日）

ミュージックルーム1
9:00〜15:00

バンド

お得な
3公演セット券

セット券
PG購入可

vol.1
2016年12月1日（金）

vol.2
2017年2月9日（木）

藤井隆史＆白水芳枝（ピアノデュオ）

小ホールの親密な空間で、上質なクラシックの世界を味わうサロン・シリーズ。
例年以上に充実した国内外の実力派アーティストとの出逢いをお楽しみいただけます。

ソフィア・ゾリステン リヤ・ペトロヴァ
（ヴァイオリン）

主催
9/11
一般発売

大ホール
開場13:00 開演13:30
全席指定　一般席3,500円
※未就学児はご入場できません。
予約制託児所をご利用ください。

立川志の輔独演会2016
落語

12/3
（土）

今年は12月に開催！笑いと心温まる落語会を。

今年も師匠の熱い思いのもと復興応援講演として、開催をいたし
ます。多くの落語ファンの心を掴んで離さない大人気の公演で
す。岩手で師匠の公演が見られるのは、さくらホールだけ！落語の
楽しさを余すところなく満喫できる師匠による独演会は、特にこれ
から落語を楽しみたい方におすすめです。完売必至のためチケッ
トは早めにお求めください。

ブルガリアが世界に誇る名門合奏団と至宝の
ヴァイオリニスト＝リヤが贈る極上のひととき
弦の国ブルガリアならではの緻密なアンサンブルを誇るソフィ
ア・ゾリステン。
その響きは、数多くの合奏団がひしめくヨーロッパの中でも一
際美しく、世界最高峰のアンサンブルとして人々に感動を与え
続けています。

演奏する曲目は「Ｇ線上のアリア」や「パッヘルベルのカノン」と
いった癒しの名曲から、美しく陽気な「愛の喜び」、超絶技巧
に息を呑む「ツィゴイネルワイゼン」まで、まさに「名曲の花束」と
いうにふさわしい、魅力的なラインナップです。
ソリストには、ブルガリアが誇る1990年生まれの美貌の天才
ヴァイオリニスト＝リヤ・ペトロヴァが登場。

わずか6歳にしてプラメン・デュロフ指揮、ソフィア･ゾリステンと
共演したリヤが贈る甘く美しい名曲小品や圧倒の超絶技巧
曲で息の合った溌剌とした演奏を聴かせてくれるでしょう。
室内楽のコンサートの魅力が余すところなく味わえる、濃厚で
贅沢なプログラムは、秋深まるこの季節にぴったり！ぜひ、足を
お運びください！

定期連載「ブルガリアといえば？」vol.1「ヨーグルト編」

ブルガリアでは牧畜が盛んで、昔から乳製品、その中でもヨーグルトは本当にたくさん食べられているそうです。牛乳
から作られたものだけでなく、水牛や羊、ヤギのミルクから作られたものもあります。日本ではそのまま食べたり、ジャム
やフルーツを入れたりする「スイーツ」「デザート」の認識をもたれているヨーグルトですが、実はブルガリアではヨーグ
ルトはデザートではなく、サラダのソースとして使ったり、肉料理のソースとして使ったり、幅広く料理の材料や調味料
、それに飲み物としても使われているそうです。ひとりあたりのヨーグルト消費量は年間30キログラム以上(日本の約
５倍！）ということですから、ブルガリア人の食生活とヨーグルトが切っても切り離せないことがよくわかりますね。

ソフィア・ゾリステン Sofia Solisten
2017年に創設55周年を迎える長い歴史と伝統を誇る、ブルガリアを代表する弦楽
オーケストラ。
1962年、作曲家でありブルガリア放送交響楽団の指揮者ヴァージル・カザンジェフを
創始者として結成。ソフィア国立歌劇場管弦楽団のソリスト・クラスの精鋭を集めて
組織され独立した団体として活動を始めた。
 レパートリーはバロックから現代まで600曲以上を誇り、ブルガリアの著名な作曲家
によって書かれた100曲以上の初演も行っている。指揮者は1988年以降3代目とし
てプラメン・デュロフに引き継がれ、広く国際的に活躍している。2013年に次いで16
度目の来日。

プラメン・デュロフ （指揮）Plamen Djouroff
 1949年生まれ。指揮者、作曲家。ブルガリアのプレーベン交響楽団で指揮者として
活動を開始し、1988年よりソフィア･ゾリステンの指揮者に就任。その功績に対し、ブ
ルガリアの芸術、創造分野において名声あるナショナル・アワードを獲得している。 
現在ソフィア音楽アカデミーで後進の指導にもあたりブルガリア音楽協会会長も務め
ている。巧みな表現で名曲に新たな命を吹き込む指揮ぶりで多くのファンを持つ。

リヤ・ペトロヴァ （ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）Liya Petrova　　
　1990年ブルガリアのソフィアで音楽家の一家に生まれる。わずか6歳のときにプラ
メン・デュロフ指揮、ソフィア・ゾリステンと共演をきっかけに、様々なオーケストラとの
共演も果たす。2014年5月にオーギュスタン・デュメイ指揮、関西フィルハーモニー管
弦楽団にソリストとして初来日を果たし、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を披
露し、完璧なテクニックから生まれる超絶技巧に加え、ロマンティックな音色で聴衆の
度肝を抜いた。今回のプラメン・デュロフ指揮、ソフィア・ゾリステンとの日本ツアーで
は息の合った演奏とともに、ブルガリアが誇る新たな才能の開花にも期待が寄せら
れている。

野尻小矢佳×新崎誠実
～打楽器×ピアノ～打楽器全員集合！～

ピアノデュオ ドゥオール
～4手で奏でる至福の時間～

vol.3 2017年3月15日（水）
ダニエル・オッテンザマー クラリネットコンサート
～伝統のウィーン・フィルを担う響き～

野尻小矢佳（パーカッション） 新崎誠実（ピアノ）

ダニエル オッテンザマー（クラリネット） 村田千佳（ピアノ）

【受講料】一般 1,000 円　学生 500 円
学生の参加には保護者の同意書が必要です。
同意書の書き方はさくらホールホームページをご確認ください。

演奏曲
（予定）

J.S.バッハ：G線上のアリア、パッヘルベル：カノン、モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク～
第1章、エルガー：愛のあいさつ
シューベルト：アヴェ・マリアサラサーテ：ツィゴイネルワイゼン　他
※演奏曲目が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

P3 P4



【主催】株式会社ＷＩＴＨ 問い合せ先：株式会社ＷＩＴＨ info@with-ezo.jp

EverZOne（エバーゾーン） 5IGNAL（シグナル）

エネルギーを開放する楽しさいっ
ぱいの時間と身体の感覚が研ぎ
澄まされる時間。「芸術」や「表現」
がぐっと身近に。

原作絵本を読み、登場人物
の気持ちをみんなで考えて、
お話にじっくりと向き合いま
す。これから子どもたちが音
楽劇を創っていきます。
音楽劇「おにたのぼうし」
あまんきみこ 原作・柿﨑泰裕 脚本/作詞/作曲

5歳～小学6年生
※兄妹で参加する場合、下のお子さんは半額です。

対  象

第2・第4火曜日 うたクラス 17:00～18:30（90分）
 ダンスクラス 5歳～2年生 16:30～17:30
 3年生以上 17：30～18：30（各60分）

日  程

継続参加（4月～9月） 4000円、体験参加 500円（初回体験無料）
※その他、楽譜代が別途かかります。

参加料

みんなの参加を待っています！
先生 は アーティスト!

参加者大募集中！！
　　

主催

こども

ＫＩＤＳＡＲＴ2016
キッザート 子どもの舞台芸術体験事業

初回体験無料

ダンスクラス
  6/14

(火)

  6/28
(火)

うたクラス

子ども達の「感じる力」「伝える力」「考
える力」を引き出します。アーティスト先
生は、全国や海外の第一線で活躍する現
役の舞台人です。

北海道を中心に活動している男性4人組アイドルグループEverZOne。ライブだけでなく、道内各地
でインストアやお祭・学園祭・舞台・テレビ・ラジオ等多方面で精力的に活動を続ける。2013年より
東北地方にも活動の幅を広げ、昨年11月には初めてさくらホールにて単独LIVEも敢行！2016年
2月17日にリリースした「ただいま」を持って約半年ぶりに北上に再び上陸！ゲストにダンスボーカル
グループ5IGNALを迎えてのライブ、皆様是非お越しください☆

山田うん先生 
（ダンサー・振付家・演出家）

川合ロン先生 （ダンサー）

講 師

菅家奈津子先生 
（メゾソプラノ歌手）

講 師

6/19
（日）発売中

中ホール　開場19:00 開演19:30
全席自由　前売2,500円 当日3,000円

ライブ

いわての演奏家とつくる音楽会
第２期の演奏家を募集します。
いわての演奏家とつくる音楽会
第２期の演奏家を募集します。

いわての演奏家とつくる地域交流プログラム市町村連携事業いわての演奏家とつくる地域交流プログラム市町村連携事業

前沢ふれあいセンターと北上さくらホールでは、幼稚園、保育園、小中学校や老人福祉施設などの地域のあらゆる場所へ
演奏家と一緒におでかけして、 本物のクラシック音楽会をお届けしています。（＝アウトリーチ）
お届けするコンサートのプログラムについて、「考えて」 「つくって」 「演奏して」くださる演奏家を募集します。

堀米ゆず子 
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲全曲演奏会

発売中 7/21
（木）

大ホール　開場18:00 開演18:30 
全席自由　前売3,000円 当日3,500円

コンサート

【主催】堀米ゆず子アカデミーオーケストラ  【特別協賛】健康増進施設 健考館 
【企画制作】堀米ゆず子アカデミー 
問い合せ先：実行委員会事務局（田村） 090-1497-1371

【主催】ヴォーカルフェア北上
問い合せ先：ヴォーカルフェア北上（伊藤章子） 0197-63-2067

フミコ

昭和52年から始めた合唱教室もサークル活動として独立し、高橋
汀子先生御指導のもと、40周年のコンサートを開催出来るまでとな
りました。先生のもう一つの混声合唱団「ゆうき合唱団」の友情出
演を頂き、すばらしいコンサートになる事でしょう。沢山の心に残る
思い出の曲を、心を込めて歌います。老若男女すべての方々に
聞いて頂きたいと思います。皆様の御来場お待ち致しております。

6/25
（土）

ヴォーカルフェア北上
結成40周年記念コンサート

発売中 中ホール
開場13:30 開演14:00 終演 16:00
全席自由　前売500円 当日700円
※小学生以下無料

コンサート

股旅舞踊全国大会は
遠野が元祖、５年に一度、
歴代優勝者が華麗に
舞い競う

第４代グランド王座決定戦
【主催】股旅舞踊全国大会実行委員会
問い合せ先：股旅舞踊全国大会実行委員会（菊池） 0198-65-2892 / 080-5570-2892

股旅舞踊全国大会歴代優勝者　
第4代グランド王座決定戦
6/26
（日）

大ホール　開場11:00 開演12:00 
指定席（一部自由席）    
S席4,000円 A席3,000円 自由席2,000円

S席残りわずか

発売中

股旅

【主催】茜屋出雲流家元　出雲松扇
問い合せ先：茜屋出雲流茜会東北ブロック（髙橋） 0197-63-5489

誰の心の中にもある大切な
「想い」を、舞を通じ、踊り手も
お客様も一体となって感じ合える
舞台にしたいと願っています。
又、3年前に第5回新橋演舞
場公演を終えました家元・出雲
松扇が、皆様を魅了する舞を
ご披露致します。ぜひ茜屋
出雲流の舞の世界をご堪能く
ださい。出演者一同、皆様の
お越しをお待ち致しております。

7/3
（日）

茜屋出雲流　茜会　東北ブロック
第7回舞踊の会 ～舞・つながる想い～

発売中 大ホール
開場9:30 開演10:00 終演17:30
全席自由　前売・当日2,000円    

舞踊

【主催】CONTROLLER DANCE COMPANY
問い合せ先：CONTROLLER DANCE STUDIO（軽石） 090-7521-1992

今年もCONTROLLER
ダンスライブのシーズンが
やってきました。
今回のサブテーマは
「HELLO NEW WORLD」
今までに前進してわかった
感覚を自分の位置
「新しい世界」に置き換えて、
新たな視野で挑んでいきます。

ＡＬＩＶＥ ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ 2016
～ＨＥＬＬＯ ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ～

7/17
（日）

大ホール
開場13:00 開演13:30 終演15:30
全席自由　前売1,500円 当日2,500円
※未就学児無料

発売中

ストリート
ダンス

2014@堀田力丸
堀米ゆず子

EverZOne 「ただいま」東北上陸LIVE feat.5IGNAL in 北上
シグ ナ ルエ バ ー ゾ ー ン

【主催】専修大学北上高等学校吹奏楽部
問い合せ先：専修大学北上高等学校 0197-63-2341

専修大学北上高等学校吹奏楽部
第27回ファーストコンサート
6/25
（土）

大ホール
開場13:30 開演14:00 終演16:30
全席自由 入場無料

入場
無料

コンサート

ファーストコンサートは、
今年専北吹奏楽部に入部
した一年生のステージ、
北 上市内各中学 校に
よるステージ、専北吹奏楽
部によるステージの三部
構成でお送りします。
専北一年生のフレッシュな
演奏やステージドリル、
中学生による夏のコンクール
へ向けた熱演をお楽しみいただければ幸いです。
入場無料ですので、ぜひお越しください。

この度の演奏会について、
堀米さんに意気込みを伺いました。
モーツァルトのヴァイオリンコンチェルト５曲
すべてを一夜で演奏するという試みは私は初
めてで、世界的にも殆ど例がないことです。
全てK.207－218という同時期に書かれた
ものであること。１，２番の比較的短く、特に
1番など“コシ・ファントゥッテ”のオペラアリア
のようなものから、3番G－durのまとまり、そして
4番の成熟性（私は一番好きです）。最後
5番トルコ風とだんだん曲も長く大きくなってい
きます。モーツァルトの音楽作りの特徴である３大要素、カンタービレ（歌っ
て）、リゾリュート（決然と）、グラッツｲオーソ（優雅に）をメロディに託していきます。
モーツァルトはオペラの世界でもあります。その経緯をお楽しみください。

前沢ふれあいセンター＆北上さくら
ホールが連携して地域の演奏家の
活躍の場をつくります！アウトリーチに
意欲のある演奏家を募集します☆

公開講座「アウトリーチとは」
アウトリーチについての研修と、
事業説明を行います。 
9/8（木）18:30～20:30

研修「プログラムのつくり方」
合格者の研修。
小学校プログラムをつくります。

11/8（火）～9(水）

学校訪問、下見、
プログラム作り込み、
ランスルー

12月～1月

小学校でのアウトリーチ 
コンサート（各組2回） 

平成29年1月中

○募集期間 平成28年7月1日（金）～9月16日（金）
○オーディション 平成28年9月23日（金）午後1時以降
○参加料 研修・オーディションへの参加料は無料

アウトリーチコンサートには所定のギャランティをお支払いします。
詳しい内容は募集要項（6月15日公開）をご覧ください。

※写真はH26年度・H27年度 第1期アーティスト

主催

オープンピアノDAY

１時間 3,000円（当日精算）■参加料
※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名以内の複数名で使用が可能です。
※レッスンの場合には先生から別途3,000円
※追加料金なしで録音ができます。（１時間とりっぱなし）
【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。

H28年
8/3（水）
ファツィオリF278
ヤマハCF－ⅢS
10:00～21:00

H28年
9/15（木）
ファツィオリF278
スタンウェイD-274
10:00～21:00

H28年
12/14（水）
ファツィオリF278
スタンウェイD-274
10:00～21:00

H29年
1/19（木）
ファツィオリF278
ヤマハCF－ⅢS
10:00～21:00

コンサート用グランドピアノを大ホールで思い切り！
ファツィオリ社製のグランドピアノを弾く事ができます。

7/17
（日）
受
付
分

11/6
（日）
受
付
分

ご一緒にフロントスタッフとして
活動しませんか？

さくらホール主催公演でお客様をお席に案内
したり、チケットを拝見したりする活動です

場　所：さくらホールサポーターズルーム
持ち物：筆記用具
申込み：電話・窓口でさくらホールまでお申込みください。

フロント研修【もぎり編】
6/30（木）19:00～21:00

＊こんな方にピッタリ
●お客様に喜んで頂くことが好き♡
●困っている人をほっとけない♡
●仲間を見つけたい♡
●公演の鑑賞や芸術が好き♡
●さくらホールが好き♡

たくさんの市民の方が活躍しています。
お気軽にご参加ください。（隣接市町村の方も歓迎！）

無料

ピアノ
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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

㍿平野ターフ
芝生のお医者さん

芝生専用資材、機械、スプリンクラー
設ゴルフ場、グラウンド管理 計

〒024 0083　北上市柳原町2 3 8
TEL/FAX:0197 63 6006　E-mail:hiranoturf@gmail.com

株式会社 平野ターフ 検  索

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

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

大・中・小ホール
アートファクトリー

201７年7月の大・中・小ホール（区分利用）
2016年10月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

2016年7月の利用調整会議※受付18:00～18:30
7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ください。

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

̶インフォメーション̶

月替わりpickupでより詳しくご紹介します
。

鈴木俊彦

Cafe & 
Restaurant

さくらホール内レストラン
TEL&FAX 0197-72-7765

　ランチタイム  11：00～14：00 　 カフェタイム 14：00～
※平日ラストオーダー 17：00 、土・日・祝日ラストオーダー 16：30
定休日：毎週月曜日（月曜祝日の場合火曜日）、さくらホール保守点検日 

こんにちはＢｉｂです♪６月といっても、最近は真夏のように暑い日がありますね～
Bibではスノーアイスが大人気ですよ(^-^)v 味はマンゴー、ストロベリー、チョコレート
と３種類をご用意しております。中でもマンゴー味は、特に男性のお客様に人気のようです
ね。アイスの上にはシャーベット状になった果肉ものっていますョ！暑い日にはぜひ、食べに
いらしてくださいね♪スタッフ一同、心より皆様のお越しをお待ちしております。

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）

新規購入！液晶テレビと
キャスター付ラック

新アップライトピアノ。ピカピカに輝いています♪

入れ替え作業風景。新旧アップライトピアノが並んだ瞬間！

瀬美温泉
vol.78

「美人の湯」と謳われる、源泉掛け流し温泉。瀬美渓流の瀬音に
耳を傾け、泉質と効能が異なる三つの源泉をお楽しみください。

バンド塾、開校。

当館２階にあるアンサンブルルーム１という室内に、アップライト
ピアノが設置されているのをご存知でしょうか。実は、今年の４月より
新品になりました♪以前のピアノは、さくらホールの前身である北上

市民会館時代から、なんと約40年間！地域の皆様に親しまれてきました。３世代
でご利用頂いた方もいらっしゃる歴史あるピアノでした。しかし、長きに渡る使用
により限界を迎え、惜しまれつつも、最新のものと交換する運びとなりました。
さて、新しいアップライトピアノですが、音色は上 ♪々新品のピアノは音色が安定
するまで時間がかかると言いますが、皆様に気持ち良く弾いて頂けるよう、調律師
さんがメンテナンスを行い、準備万端にしてあります。貸出料金は変わらず１時間
630円（※部屋代430円＋ピアノ代200円）で承ります。ピアノレッスンから、
合唱練習の伴奏にと大活躍です！これから長きに渡り、皆様に親しまれていくであ
ろうアップライトピアノ。その弾む音色を体験しに、是非いらしてください♪（nor）

世代を繋ぐ！アップライトピアノ♪

開館13年目にしてようやく、さくらホールにもデジタル液晶テレビがやってきました。今さら
ながら振り返ってみましょう。開館当時の2003年から地上波デジタル放送が開始されま
したが、まだまだ主流はブラウン管テレビでした。当然のように、さくらホールはどこもかしこも

ブラウン管テレビが占めており、サービスセンター、楽屋モニターなどは、まだまだ現役で頑張っております。
10周年を迎えた2013年、岩手東芝さんより寄贈していただいた55インチ液晶テレビが初お目見え。
現在、１階サテライトスタジオ前にて自主事業公演等の宣伝をしています。そしてこの度、お客様への貸出
用として32インチ液晶テレビ（無料）とブルーレイ再生機（有料）をご用意いたしました。映像と音声を転
送するためのHDMIケーブルも常時セットしております！（※アナログ赤白黄色ケーブルもあります。）　
利用者の皆様、ぜひ綺麗な画像を堪能し、レッスン等に励んでください。テレビ性能、録画・録音媒体が
めまぐるしく変わっていく世の中、さくらホールの備品も追いつくのが大変な今日この頃です。（O）

さくらホールにデジタルテレビがやってきた。（やっと（＾－ ；^））

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 ２台のフ

ァツィオ
リ

5月12日（木）、２台のファツィオリピアノを使用した公演“アシュケナージ・ピアノ・デュオ”が行われまし
た。１台はさくらホールが所有するピアノ、ファツィオリ。そしてもう１台は、さくらホールのピアノ保守点検を
担当している、ファツィオリ日本総代理店の調律師越智晃さんが所有するピアノを特別にお借りしました。
今回は、２台のピアノによるデュオ公演の舞台裏をお伝えします。
ピアノは頑丈な見た目と違い、骨格が木と鉄で出来ているため、温度や湿度によってコンディションが変わ
るデリケートな楽器です。ここで一つ問題が発生。越智さんのピアノはトラックで運ばれて公演当日の朝に
搬入されたため、ピアノが少し冷えた状態でした。舞台の照明があたってピアノが温まるとコンディションが
どんどん変化します。そこで、ピアノが大ホールの環境になじむよう、本番が行われる夜と同じ状態に空調を設定
し、照明も本番のイメージで固定しました。組みあがったピアノを確認中、足のネジがほんの少し緩んでいる
ことに気が付いた越智さん。「越智さんはただピアノを調律するだけではない。演奏者や周辺の様 な々出来
事にも気配りが出来る人だ。」と運搬業者の方も感心していました。そのうちに、何とか調律の時間までに
ピアノのコンディションが整いました。公演で使用した２台のファツィオリは、造られた年代が違うことか
ら、実は細部の仕様が少しずつ違います。まずはそれぞれのピアノを調律しますが、それだけで通常の２倍の
時間がかかります。そして、いったん仕上がったそれぞれの音を比べて確かめながら、２台で一つの楽器となる
よう調整していきます。これがもう大変！１台では問題がなくても、２台を比べると響きに微妙な違和感が…。
そうなると、その音程（鍵盤）の周辺を再調整することになり、演奏者が舞台に入るギリギリまでその調整
作業は続きました。今回はファツィオリ日本総代理店社長のエリック・ワイル氏も来館し、最後は二人がかりで
調整していました。演奏者はもちろん、裏方が本気で一生懸命になる。そうした一体感から舞台は作られる
のだな、とつくづく実感する公演となりました。沢山のお客様にご来場いただき、アシュケナージさんも、大
満足の公演となりました。（辰）

こぼれ話
さくらホールのファツィオリは「ミケランジェロ」という名前がついていますが、越智さんのピアノは特に
名前を付けていないそうです。コンクールで使用したピアノを自ら買い取ったという特別な思い入れのある
ピアノ。「イタリアの女性のような名前が良いですかね？」とおっしゃっていました。

お　ちあきら

①

②

さくらホールではバンド塾というイベントを開催しています。
今回は5月6日の放送から、バンド塾についてさくらホールスタ
ッフが語った部分を紹介します。
吉田：バンド塾というのは、さくらホールが2014年から取り
組んでいるバンド育成事業で、今年で3年目になります。バン
ドというのはギター・ドラム・ボーカル・ベースなど、良く軽音
楽部で使っているような楽器を持って演奏する楽団の事です
ね。楽器のスクールですとか、個別の授業は色んな所で受け
られますが、このバンド塾はバンド全体を見て、バックアップ
して技術の向上を図ろうという目的で行っています。
千葉：楽器を演奏するのは初めてで、どこに何を繋いでいいの
かわからない、という方でも気兼ねなく参加できますか？
吉田：大丈夫です！何なら楽器を持っていません、バンドってど
ういうものなんだろう？という方もぜひ参加して頂きたいです。
楽器の正しい扱い方から練習法や、バンドでいい音を出すため

にというような内容でお送りしますので、もしかしたら去年か
ら１年軽音部で演奏していた、あとは昔やっていたけど思い
出したいなという方も参加し
て頂ければと思います。講師
にはプロのミュージシャンも
おりますし、毎回濃い内容と
なっております！
５月２９日 の バ ンド 塾
「Vol.6」は参加者６０名！
で大盛況の内に幕を閉じま
した。８月２８日の「Vol.7」
にはまた素晴らしい講師陣
を招いております。詳しくは
P4のバンド塾記事をご覧く
ださい(吉田)。

ヒメボタル見学
宿泊プラン

岩手県北上市和賀町岩崎新田1-128-2

【開催日】7月3日（日）～7日（木）
大人1名: 13,500円 （税込）
小人1名: 9,450円 （税込）

tel.0197-73-7294／fax.0197-73-7011
URL.http://www.semi-onsen.co.jp／E-mail.semi-onsen@semi-onsen.co.jp

自然を
満喫！

営業時間・サービスセンターのご案内

※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）

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。

横向きに搬入されるピアノ！

2台を平行に並べて調律

向かい合わせて2人がかりで調律
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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

※公表できる主な催し物をピックアップして掲載しており、すべての催し物を掲載しているものではございません。予めご了承ください。
※催し物は主催者の都合により時間、料金等が変更になる場合もございます。詳細は各主催者へお問い合わせください。さくらホールイベントカレンダー

2016年5月26日現在

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

セブン-イレブン
北上自動車学校

ヤマダ電機

幸楽苑

郵便局

アメリカンワールド

MONTEIN HOTEL

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
宝介

サンクス
トレンタ

牛たん佐助
和かな

Bib

セブン-イレブン

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
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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
江刺区（0197）SSMサンエー 　35-1212

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。

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。

※平成28年5月26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ください。 http：//www.sakurahall.jp/ 公演案内→取扱チケット

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。
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。

さくらホールPress 特別先行予約のお知らせ（他館での催事となります）

藤井フミヤ
FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 2016

大人ロック

ローソンチケット 発売日特電/0570-084-626、発売日18：00以降/0570-084-002（Lコード：22186）
チケットぴあ 発売日特電/0570-00-9916、発売日翌日以降/0570-02-9999（Pコード： 299-572）
e+　http://eplus.jp　LAWSON/FamilyMart/サークルK・サンクス/セブンイレブン

さくらホール先行発売日
先行予約専用TEL

一般発売日 7/30（土）AM10:00～

6月18日（土）AM9:00～6月26日（日）PM22:00
0197-61-3500（9：00～22：00）
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─

S席 5,500
A席 4,000
特別福祉席 3,000

2,000
高校生以下500

S席 4,000
A席 3,000
自由席（３階席） 2,000

大人 2,000
子ども（３歳～中学生） 700
親子ペア 2,500

2,000
被災者 1,000
いわて国体関係者 1,000

2,300
被災者 1,000
いわて国体関係者 1,000

S席　7,000（ペア6,500×２枚）
※夜公演S席限定ペア6,000×２枚 ※S席グループ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
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専修大学北上高等学校吹奏楽部　第27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16：00 専修大学北上高等学校 TEL 0197-63-2341

ヴォーカルフェア北上　結成40周年記念コンサート
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 ヴォーカルフェア北上（伊藤） TEL 0197-63-2067

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16：00 こすもす会 TEL 0197-64-6654

松竹大歌舞伎　市川染五郎出演
大ホール　開場①12：30②17：00 開演①13：00②17：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

平成28年度　北上市婦協映画会　「ペコロスの母に会いに行く」　上映会
中ホール　開場①9：30②13：30③17：30 開演①10：00②14：00③18：00 終演①11：53②15：53③19：53 北上市地域婦人団体協議会 TEL/FAX 0197-73-7883

平成28年度青少年芸術鑑賞事業　オペラシアターこんにゃく座　ロはロボットのロ
大ホール　12日 開場13：00 開演13：15　13日 開場①9：45②13：00 開演①10：00②13：15 さくらホール TEL 0197-61-3500

ＡＬＩＶＥ ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ 2016　～ HELLO NEW WORLD ～
大ホール　開場13：00 開演13：30 終演15：30 CONTROLLER DANCE STUDIO（軽石） TEL 090-7521-1992

ニイタカおんがく教室　発表会
中ホール　開場①13：30②17：30 開演①14：00②18：00 ニイタカ楽器 TEL 0198-22-3981

さくらホールしょうげき！公演Ｖｏｌ．1　子どもとおとなのための◎読み聞かせ お話の森　構成・演出・出演 小林顕作
中ホール　開場13：30 開演14：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

こばやし けんさく

堀米ゆず子  モーツァアルト：ヴァイオリン協奏曲全曲演奏会 
大ホール　開場18：00 開演18：30 実行委員会事務局（田村） TEL 090-1497-1371

大震災復興支援チャリティー舞踊ショー　踊りは絆 
大ホール　開場10：00 開演11：00 黒沢尻歌舞伎保存会 TEL 0197-63-4529

カワイ音楽教室発表会 ／ ハッピーコンサート 
中ホール　発表会 開場①11：00②14：00 開演①11：15②14：15 終演①13：30②17：00　ハッピーコンサート 開場18：15 開演18：30 終演20：00 カワイ音楽教室北上センター TEL 0197-64-0333

百日草花粧会創定2017　「はなことば」新趣帯結び発表
中ホール　開場11：30 開演12：00 終演14：00 岩手花粧会（わたなべ美容室） TEL 0197-64-6051

茜屋出雲流　茜会　東北ブロック　第7回舞踊の会　～舞・つながる想い～
大ホール　開場9：30 開演10：00 終演17：30 茜屋出雲流東北ブロック事務局（髙橋） TEL 0197-63-5489

脳卒中予防寸劇コンテスト　～岩手県南広域振興局長杯～
中ホール　開場12：30 開演13：00 終演15：40 岩手県中部保健所 TEL 0198-22-4921

第44回　全日本きもの着付選手権大会　─東奥羽大会─
小ホール　開場12：00 開演12：30 大会委員長（小原） TEL 090-4639-8063

公益財団法人岩手県対がん協会プレゼンツ　がん撲滅を目指して歌おう！　山田邦子スター混声合唱団＠北上
中ホール　開場13：30 開演14：00 山田邦子とスター混声合唱団北上製作委員会 TEL 0197-85-2039

第25回　日本郷土民謡協会北上支部発表会　助け合い民謡ショー
中ホール　開場11：00 開演12：30 日本郷土民謡協会北上支部（菅原） TEL 0197-67-3721

EverZOne（エバーゾーン）「ただいま」東北上陸LIVE feat.5IGNAL（シグナル） in 北上
中ホール　開場19：00 開演19：30 株式会社ＷＩＴＨ MAIL info@with-ezo.jp

股旅・舞踊全国大会受賞者が集結！　粋・艶・舞　松井 誠　特別公演
大ホール　開場12：30 開演13：00 高橋芸能企画 TEL 0197-85-3189

創流20年　尤生流（ゆうきりゅう）　舞踊発表会
大ホール　開場10：00 開演10：30 終演15：30 尤生流（八重樫） TEL 0197-63-3498

股旅舞踊全国大会歴代優勝者　第4代グランド王座決定戦
大ホール　開場11：00 開演12：00 股旅舞踊全国大会実行委員会 TEL 0198-65-2892

7/14（木）～
7/15（金）

岩手県民会館
大ホール

いわぎんスペシャル
ミュージカル
「天使にラブ・ソングを ～シスター・アクト～」
岩手小松会
結成25周年記念発表会

舞響～Bukyo～ 踊る〇太鼓
DRUM TAO　THE ART of DRUM

WADAIKO

ホテルシティ
プラザ北上
2F
胆沢

文化創造センター
大ホール

盛岡市民文化ホール
大ホール

（マリオス内）

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2016

平成28年度岩手県倫理法人会 女性委員会講演会
≪講師≫株式会社日本レストランエンタプライズ駅弁マイスター
三浦由紀江 氏「楽しむ心が、道を拓く。」
胆沢文化創造センター開館25周年記念
石原良純 文化講演会
テーマ「石原家の家族愛＆自然への想い」

6/19（日）

6/19（日）

6/9（木）

6/19（日）

前沢
ふれあいセンター

東京大衆歌謡楽団コンサート
～昭和初期の名曲を唄う～

徳丹の里に響け
田園民謡まつり

6/25（土）

6/25（土）

矢巾町文化会館
田園ホール

野村胡堂・
あらえびす記念館

ホール

マルチピアニスト清塚信也と、謎のサラリーマン
ピアニスト髙井羅人によるピアノ連弾。
KIYOZUKA★LAND

7/3（日）

7/17（日）

8/4（木）

7/10（日）

7/8（金）～

前沢
ふれあいセンター

盛岡市民文化ホール
展示ホール
（マリオス内）

矢巾町文化会館
田園ホール

日本現代詩歌文学館
大ホール

花巻市文化会館
大ホール

第54回輝く！日本レコード大賞新人賞受賞
ティーナ・カリーナ ひとり昭和歌謡祭 10/16（日）矢巾町文化会館田園ホール

ふれせんイベント2016
劇団影法師がおくる音楽と影絵の世界

■お問合わせ：キョードー東北　℡022-217-7788

10月1日（土） 16：30開場/17：00開演　盛岡市民文化ホール 大ホール
全席指定　8,300円（税込）　※3歳以上入場可、但しチケット必要 

想いをアートで歴史に遺す
東日本大震災復興支援
未来絵PROJECT巡回展「絵のちから」

トリオ・ヴィオレ
初夏の音樂會
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午後から
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午後から
混雑

午前から
混雑

午前から
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混雑

午前から
混雑

2,500 3,000

全席
指定

全席
指定

6/11（土）

6/12（日）

6/17（金）

6/19（日）

6/19（日）

6/19（日）

6/24（金）

6/25（土）

6/25（土）

6/26（日）

6/26（日）

6/27（月）

7/3（日）

7/9（土）

7/10（日）

7/17（日）

7/17（日）

7/18（月・祝）

7/21（木）

7/24（日）

7/24（日）

託児アリ
未就学児入場不可

託児アリ

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

6月上旬より販売
ホール取扱予定

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

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

主催者へ
お問合せください

主催者へ
お問合せください

中学生以下無料

小学生以下無料

未就学児無料

未就学児無料

３歳未満のお子様は保護者
１名につき１名膝上鑑賞無料

一般鑑賞席は
2階・３階のみ自由席

※チケットは３回上映共通券のため、
満席の場合は次の回への調整あり

高校生以下無料
※国体関係者は大会入場券、
IDカード等提示必要

観覧はどなたでも可
（出場は制限あり）

7/12（火）
～13（水）
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