
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

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
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。

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

月曜日来店の方、日替り定食
800円→700円！

廃棄物運搬処分廃棄物運搬処分
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

ラーメンご注文のお客様に限り
ライス・ニラキムチ
白菜キムチ 無料

夏のビックフェスタ!!夏のビックフェスタ!!
【7月31日】【7月31日】

夏だ！祭りだ！ジャポナイズに行こう！
この夏最大のブライダルフェア！！
模擬挙式やシェフの特製のフルコースの試食は
もちろん、ドレスの試着撮影もご用意しております♪
この夏はぜひジャポナイズリサージュへ♪
詳しくはお問い合わせくださいませ

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）

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

｜7/13｜7/27｜

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

ランチタイムサービス
AM11：00～PM3：00
ランチタイムサービス
AM11：00～PM3：00

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

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）

7/9
（土）

市川高麗蔵
いち か わ こ ま ぞ う

嵐橘三郎
あらしきつさぶろう

中村歌昇
なかむらかしょう

市川染五郎
いちかわそめごろう

中村壱太郎
なかむらかずたろう

7/12
（火）

7/12
（火）

7/13
（水）

7/18
（月・祝）

7/5
（火）

8/12
（金）

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

7 月

2016.7.1発行
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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）

7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。

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

P1～2
公演案内
●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
●さくら盆ジュール2016
●子どもの舞台芸術体験事業
　ＫＩＤＳＡＲＴうた＆ダンス
●鬼っジョブ～北上おしごとパーク～
●名曲の花束
●きたかみサロン音楽会
●立川志の輔独演会
●いわての演奏家とつくる音楽会
　第2期演奏家募集
●さくらホールバンド塾
●第40回北上市民劇場

P3～4
公演案内
●オープンピアノＤＡＹ
●笑福亭鶴瓶落語会先行販売
貸館公演紹介
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
フロント研修
サテスタ日記
●心の向こう側。
さくらホールnavigation
●vol.8 ～会議室用プロジェクター～
Café＆Restaurant Bib
●夏おすすめサラダラーメン
スポンサーさんこんにちは！
●vol.78　牛たん焼の佐助

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
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 : Bleu Roi（ブルー・ロワ）

発行者：（一財）北上市文化創造 

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



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

2016
8月
12日

（金）

17時
より

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）
※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16列以降と3階席になります。

演劇

こんにゃく座がすべてのこどもと、こどもだったおとなたちに贈る 
SFファンタジーオペラ。パンを焼くことしかできないロボットの
“テト”が魔女に支配された町の人々を助けたくてボロボロに
なるまでパンを作り続けます。テトと町の人々はどうなってしま
うのでしょうか？マイクを通さない歌声と生演奏も見どころです！

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

「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

小林顕作 こばやしけんさく小林顕作 こばやしけんさく

前回の舞台より 「ほげちゃん」やぎたみこ作 偕成社

託児あり
（要予約）

8/12
（金）

9/18
（日）

野外特設会場 17:00〜20:00　入場無料
共催：黒沢尻二区区民協議会

今年もさくらホールの夏の盆踊り、さくらホール野外特設会場で開催決定！
老いも若きも踊らにゃソンソン！おいしいお店も続々出店、夏の終わりの盆踊り大会！
ダンスカンパニーコンドルズと一緒に、オリジナルソング＆ダンス｢はやて｣を踊ろう！

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

鬼っジョブ～北上おしごとパーク～2016
鬼っジョブ～北上おしごとパーク～は子どもが主役の街。
大人になりきって仕事しよう！体験できる職種は30種類以上！

盆踊り
主催
9/11
一般発売

大ホール　全席指定
開場13:00 開演13:30
一般席3,500円 復興応援席1,500円
※未就学児はご入場できません。
予約制託児サービスをご利用ください。

立川志の輔独演会2016
落語

12/3
（土）

立川志の輔師匠が県内で行う
唯一の復興支援の特別落語会。
師匠の熱い意志のもと、被災
された方々もいっしょに楽しんで
いただける落語会が毎年の恒例
となっています。ひとりでも多く
の方々が、大声を出して笑って
笑って元気になっていただくこと
を心から望んでいる落語会です。
これから落語の世界を楽しんで
みたい方にもおすすめです。
大変人気の公演のため、チケット
発売日をお見逃しなく！

今年も笑いで応援！

託児あり
（要予約）

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）

弦楽合奏：ソフィア・ゾリステン
指揮：プラメン・デュロフ
ヴァイオリン：リヤ・ペトロヴァ

繊細にして緻密、そして
華麗で軽やか。
究極のスタンダードを彩り豊かに
紡ぐ ソフィア・ゾリステン。

定期連載「ブルガリアといえば？」
vol.2「バラ編」

ブルガリアはヨーグルトだけでなく、バラの産地としても有名です。
「バラの谷」で作られるバラ油は世界各地に香水の原料として輸出されて
おり、全世界でかなりの市場占有率を誇っています。毎年6月上旬に
行われるバラ祭りは、民族衣装に身を包んだ地元の人達がバラ畑の横で
歌ったり華やいだ雰囲気を演出し、それはそれはにぎやかなお祭りだそう
です。機会があればぜひ訪れたいものですね。

さくらホールの舞台裏でプロの技術者から照明
の基礎知識を教わったあと、実際に機材を操作
して舞台上へ照明を当ててもらいます。

さくらホールの舞台裏でプロの技術者から照明
の基礎知識を教わったあと、実際に機材を操作
して舞台上へ照明を当ててもらいます。

託児あり
（要予約）

クラシック

発売中

主催

クラシック

発売中

主催

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）　

一般 4,500円 ⇒ 3,000円
高校生以下 3,000円 ⇒ 2,700円

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（木）

vol.2 2017年2月9日（木）

野尻小矢佳×新崎誠実
～打楽器×ピアノ 音のミュージアム～

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）

藤井隆史＆白水芳枝（ピアノデュオ）

さくらホール初参加！

全館　9:00〜15：30　参加資格/小学校4年生〜6年生　定員/400名
参加費/お一人様1,000円（保険、ドリンク、昼食含）
応募方法/インターネット申込のみ　申込開始/8月下旬予定

さくらホールスタッフによるコーナー

※詳細は次号でお知らせします。

【主催】（公社）北上青年会議所
【共催】タウンラボ・きたかみ
お問い合わせ：（公社）北上青年会議所 TEL：0197-65-0281

劇場の舞台裏を体験！
照明マスターになろう！
劇場の舞台裏を体験！
照明マスターになろう！

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。

今回で７回目の開催になるバンド塾。昨年
夏のVol.4で素晴らしいワークショップを展
開した“高橋北田佐藤沼”セッションバンド
が再来です！実際にプロの演奏を間近で
聴いて、演奏に必要な要素・アレンジの
仕方までも聞けてしまう！今回は定員４０名。
お申し込みはお早めに！

申込
受付中

主催

さくらホールバンド塾
“学にマナブ!”

vol.7

8/28
（日）

ミュージックルーム1　9:00〜15:00
【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。

バンド

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。

公開講座「アウトリーチとは」
9/8（木）18:30～20:30

研修「プログラムのつくり方」
11/8（火）～9(水）

○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（さくらホールHP）をご覧ください。

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☆

ダニエル オッテンザマー（クラリネット） ／村田千佳（ピアノ）

やっペし北上市民劇場を
盛り上げる会 通信

第40回の節目を前に、歴代市民劇の立役者にインタビュー！

川村 盛男さんVol.1
第11回北上市民劇場「牡丹と石笛 －日高見国黒沢尻五郎正任―」から。
キャスト・企画委員・実行委員・実行委員会副委員長。ご自身の人脈と
抜群の行動力で北上市民劇場をけん引。

市民劇場に関わったキッカケ、ご自身の思い出話等川村さんのお話の続き
は、北上市民劇場を盛り上げる会やっぺしのホームページをご覧ください。
http://www.teleblo.jp/shimingeki/

公演後のアンケートはいつも皆で奪い合うように目を通していた。
中でも印象に残っているのは、第14回「ぐず兄 ずる兄 たんぱら三郎 
－更木民話より－」のアンケート。背景の山が今の物だ。昔のとは
違う。また、干してある大根～昔は青首大根ではない。一見、細かい
なあと思うのだが、こういう意見ほどありがたいものは無い。作り手と
しては、「面白かった」という反応より、何処がどうだったか、どんなに
細かいことでも言葉にしていただけることの大切さを感じた。

左から 北田了一（キーボード） 高橋学（ギターボーカル） 沼直也（ドラム） 佐藤弘基（ベース）

5/29のVol.6は総勢60名余り
と大盛況。写真はベースの
ワークショップです。

四畳半にちゃぶ台…昭和世代も喜ぶ舞台セット。
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！

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）

盆ジュールブラックボトムブラスバンドYASSYさんと「はやて」を演奏 ！ダン
スチームの輪踊りと

熱いコラボ！今年はブラスオンリーステージもあります！楽器があればOK。今
年も参加者大募集！

ブラスチーム ヤッシー楽隊 きたかみ支部

踊り子ワークショップ開催！

北上のために造ったオリジナルダン
ス「はやて」練習会は7月中旬予定！

おもっちも
くるよ！

P1 P2

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（90分）17：00～18：30
ダンスクラス ［キッズ］5歳～2年生 16：30～17：30
 ［ジュニア］3年生以上 17：30～18：30

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!

主催

こども

ＫＩＤＳＡＲＴ2016
キッザート 子どもの舞台芸術体験事業

ダンスクラス

  7/5
(火)

  7/12
(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。

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

初回体験無料

楽しく身体を動かして
「芸術」や「表現」をぐっと身近に。

登場人物の気持ちにじっ
くりと向き合いながら歌の
練習を重ねていきます。

（各60分）



㍿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

ひろ

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

プロジェクターを
運ぶ手間も省けて、
とても便利に
なりました　

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8月の大・中・小ホール（区分利用）
2016年11月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

2016年8月の利用調整会議※受付18:00～18:30
8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

【主催】北上・みちのく芸能まつり運営委員会　問い合せ先：北上・みちのく芸能まつり実行委員会（事務局 北上市商工部商業観光課） 0197-72-8241

【主催】黒沢尻歌舞伎保存会 会長 髙橋イ子　【共催】橋本かつら店
問い合せ先：黒沢尻歌舞伎保存会（踊りは絆事務局高橋恵美子） 0197-63-4529

【主催】わ組後援会事務局
問い合せ先：サン企画 090-8788-3839

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♪今月は、夏に向けてのおすすめランチメニューのご紹介です！暑い夏に
はやっぱり冷たい麺ですよね。Bibでは7月からサラダラーメンを始めます。ちょっぴり酸味の
きいたサッパリ醤油味で、夏野菜具沢山のBibオリジナル冷やし麺です。暑い日には、是非、
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）

第55回北上・みちのく芸能まつり
高校生郷土芸能フェスティバルinきたかみ民俗芸能

発売中

舞踊

発売中

牛たん焼の佐助
vol.78

今回は6月3日放送のゲスト吉田幸生さんとの
やり取りの一幕をご紹介します！吉田さんは
先日、さくらホールの録音スタジオを利用して
CDを作成されました。
貴由樹（以下T）：何故さくらホールの録音スタ
ジオを選ばれたんですか？
幸生（以下Y）：実は、昨年のファイナルライブ
でベストパフォーマンス賞を頂いて、その関係
もあってさくらホールを選びました。
T：ライブの最中にバームクーヘンを客席に投
げるというのは驚きでしたね！そしてさくらホール
を選んで頂いてありがとうございます。CDは何曲
収録されてるんですか？
Y：今回７曲入っています。
T：どれくらいの時間がかかったんですか？
Y：録音だけで３０時間くらいかかりました。良いも

のを作るのは大変でした。
T：３０時間！かなりの力作ですね！録音の環
境やさくらホールの技術員の腕はいかがで
したか？
Y：設備も、技術さんも素晴らしかったです。
T：有難うございます！その力作のCDタイトル
をお聞かせいただけますか？
Y：“心の向こう側”です。
T：素敵なタイトルですね。
Y：タイトルにも想いが込められてます。“心向き”と
いう曲が収録されていて、CDを全て聴いて頂く
とタイトルの意味をわかってもらえると思います。
穏やかな口調で時に鋭いツッコミを入れてく
れた吉田幸生さんのCDは、花巻の田舎labo
さんやネットでも購入できるように準備中です。
詳しくはホームページをご覧ください(吉）。

大震災復興支援チャリティー舞踊ショー
―東日本大震災被災地より先生方をお招きして―

踊りは絆
7/24
（日）

大ホール
開場10:00 開演11:00 終演16:00
全席自由　前売2,000円 当日2,300円

舞踊ショー

発売中

ＷＡＧＵＭＩ
か ぶ そう わ ぐみ

8/6
（土）

中ホール　開場12:30  開演13:00
全席自由　前売3,500円 当日4,000円
※未就学児入場不可

※被災者…前売・当日1,000円
※大会関係者…前売・当日1,000円
 （参加賞、記念賞、大会の入場券、
　各競技会場のIDカード等の提示を
　お願い致します。）
※高校生以下無料

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CFⅢ－S
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CFⅢ－S
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

心の向こう側。　　出演：吉田幸生とバームクーヘンズ

皆さまこんにちは。今月は、会議室に常設となったプロジェクタ
ーのご紹介をします。かねてから進めていた会議室の天井への
プロジェクター取り付け工事が完了し、先月より運用が開始
されました。今までは、プロジェクターを設置するスペースを確保
しなければならなかったのですが、今後は上部からの投影と
なるため、テーブルの配置はそのままで使用できるようになりま
した。映像再生は持込のパソコン、または会議室に常設して
あるブルーレイのどちらかを選び接続、音声も必要であれば
スピーカーに接続可能です。使用の際はサービスセンターにて

「会議室プロジェクターセット」を貸出いたします。セットの
中には職員お手製の操作マニュアルが入っていますので、
初めての方でも簡単に操作できます！皆さま、この機会に
ぜひご活用ください。

さくらホールnavigation
vol.8～ 会議室用プロジェクター ～

♥

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【客席案内編】
7/22（金）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。

無料

ピアノ

被災地からお招きした踊りの先生方
と共に、黒沢尻歌舞伎、橋本舞踊
劇団、賛助出演者が復興支援への
感謝を込めて発信する「踊りは絆」
新舞踊あり股旅舞踊あり翔南高校
鬼剣舞あり！お楽しみに♪

WAGUMIは組頭、大江錦之介を
中心にオリジナルの時代劇芝居
と舞踊ショーを行っています。ま
た、劇団ながら株式会社を設立
し、舞台道具制作や次世代メン
バーの育成にも力を入れており、
鹿児島県内、県外を問わず各地
で公演を行っています。ご覧いた
だいたお客様に「元気」をお届け
できるグループを目指して、これ
からも精進して参ります。尚、地元の賛助出演の方々にも華を添
えていただきます。皆様のご来場、お待ちしております。

北上・みちのく芸能まつり55回目を記念した新企画。地域の歴史と文化の証である民
俗芸能をこれから担っていく「高校生」にスポットを当てた公演です。県内各地の民俗
芸能を伝承していく高校生たちの熱い競演をお楽しみください。

8/5
（金）

民俗芸能公演民俗芸能

発売中

人々の暮らしの中で生まれ、自然や神様・仏様にお祈りする方法として季節の節目に演じ
られてきた民俗芸能。本公演では、県内外における多種多様の民俗芸能をご覧いただ
けます。誇りと伝承に裏付けされた民俗芸能の真髄・熱い心の競演をお楽しみください。

8/6
（土）

鬼剣舞全演目公演鬼剣舞

発売中

多くの民俗芸能が伝承されている北上市において、最も高い人気を誇る「鬼剣舞」。鬼の面をつけ、仏の化身となって踊るこの民俗
芸能は、長い歴史の中で愛され完成された庶民の芸術作品といえます。本公演では、鬼剣舞の全演目をお届けします。普段では見
ることができない演目も含め、勇壮・華麗な舞をどうぞご堪能ください。

8/7
（日）

大ホール　開場12:30 開演13:00 終演16:00　全席自由　前売1,000円 当日1,500円
※未就学児無料 ※フラッシュをたいての撮影は禁止

・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！

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17年になったそうです。

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。
 これからも末永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）

おおえ きんのすけ

中ホール　開場12:30 開演13:00 終演16:00　全席自由　前売・当日500円
※未就学児無料 ※フラッシュをたいての撮影は禁止

大ホール　開場12:30 開演13:00 終演16:00　全席自由　前売1,000円 当日1,500円
※未就学児無料 ※フラッシュをたいての撮影は禁止

歌舞候　 組

右：吉田幸生
左：技術員山本

8/20
一般発売

中ホール　開場15:30 開演16:00
全席指定　5,000円 U-22チケット2,000円
※6歳未満入場不可

JRA笑福亭鶴瓶落語会
落語

10/16
（日）

【特別協賛】日本中央競馬会　【主催】IBC岩手放送
【企画制作】デンナーシステムズ　【制作協力】アタリ・パフォーマンス　【協力】リバーボトル
問い合せ先：キョードー東北 022-217-7788

撮影：大西二士男

ローソンチケット tel.0570-084-622（Lコード：22315）　
チケットぴあ tel.0570-02-9939（Pコード：451-737）
イープラス http://eplus.jp　
ミニストップ/セブン-イレブン/サークルK・サンクス/Familymart
さくらホール（窓口または電話0197-61-3500）

プレイガイド

さくらホール限定先行販売！

7/23（土）9:00
～7/31（日）22:00

TEL 0197-61-3500
期間中、さくらホール窓口・電話にて受付

※22歳以下限定チケット
※チケットぴあのみの取り扱い

ゆき なり

先行
販売！
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北上
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北
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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

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

全駐車台数680台（無料）

・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
↓

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6月24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

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）

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6月24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。

7/16（土）
7/17（日）

矢巾町文化会館
田園ホール

徳丹の里に響け
田園民謡まつり

めぐりあい
岩手県立不来方高等学校音楽部
第27回定期演奏会

岩手小松会
結成25周年記念発表会

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」
平成28年熊本地震被災地支援上映会
映画「ちえりとチェリー」
「チェブラーシカ動物園へ行く」金ケ崎町上映会

7/8（金）～

7/9（土）

盛岡市民文化ホール
展示ホール
（マリオス内）

金ケ崎町中央
生涯教育センター
大ホール

7/10（日） 矢巾町文化会館田園ホール

9/17（土）
奥州市文化会館
（Zホール）
大ホール

10/16（日）矢巾町文化会館田園ホール

宝くじふるさとワクワク劇場 in 奥州

いわてジャズ2016

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

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

とうぎんお笑い寄席
桂歌丸・三遊亭円楽

8/4（木）

8/23（火）

花巻市文化会館
大ホール

岩手県民会館
大ホール

平成28年度松竹特別公演「芝桜」 9/3（土） 前沢
ふれあいセンター

9/10（土）
9/11（日）

岩手県民会館
大ホール
中ホール

7/17（日）
日本現代詩歌
文学館
大ホール

─

─

─

─

─

─

2,000
高校生以下500

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

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

参加無料・申込不要

入場無料（インターネットまたはＦＡＸにて申込必要）
申込先：一般社団法人オーソモレキュラー.JP　

インターネットURL:http;//www.orthomolecular.jp/
ＦＡＸ　03-6380-0107

500

全席
自由

一部
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

入場無料一部
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

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 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　開場13：00 開演13：15 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

第35回　北上声楽研究会　サロンコンサート
小ホール　開場13：30 開演14：00 北上声楽研究会（高橋） TEL 0197-64-1178

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  モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲全5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

希望郷いわて国体・希望郷いわて大会文化プログラム事業　大震災復興支援チャリティー舞踊ショー　―東日本大震災被災地より先生方をお招きして―　踊りは絆 
大ホール　開場10：00 開演11：00 終演16：00 黒沢尻歌舞伎保存会（踊りは絆事務局高橋恵美子） 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

岩手ジュニアピアノコンクール北上地区予選
中ホール　開場12：00 開演12：15 終演17：15 有限会社北上正時堂 TEL 0197-63-3408

全日本吹奏楽コンクール　第54回岩手県大会
大ホール　開場9：30　開演10：00 終演18：00 岩手県吹奏楽連盟（似内） TEL 090-7563-8585

全日本吹奏楽コンクール　第54回岩手県大会
大ホール　開場9：30 開演10：00 終演17：00 岩手県吹奏楽連盟（似内） TEL 090-7563-8585

第26回北上市社会福祉大会
大ホール　開場12：30 開演13：10 終演16：30 社会福祉法人北上市社会福祉協議会 TEL 0197-64-1212

歌舞候 　組（かぶそう わぐみ） WAGUMI
中ホール　開場12：30 開演13：00 サン企画 TEL 090-8788-3839

第55回北上・みちのく芸能まつり　高校生郷土芸能フェスティバルinきたかみ
中ホール　開場12：30 開演13：00 終演16：00 北上・みちのく芸能まつり実行委員会（事務局 北上市商工部商業観光課） TEL 0197-72-8241

第55回北上・みちのく芸能まつり　さくらホール民俗芸能公演
大ホール　開場12：30 開演13：00 終演16：00 北上・みちのく芸能まつり実行委員会（事務局 北上市商工部商業観光課） TEL 0197-72-8241

第55回北上・みちのく芸能まつり　さくらホール鬼剣舞全演目公演
大ホール　開場12：30 開演13：00 終演16：00 北上・みちのく芸能まつり実行委員会（事務局 北上市商工部商業観光課） TEL 0197-72-8241

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」
野外特設会場　17：00～20：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

さやかクリニック主催 溝口徹先生講演会ｉｎ北上 栄養は人生を変える！ ～医者も患者も家族も驚きの栄養療法～
中ホール　開場12：30 開演13：00 終演15：00 さやかクリニック TEL 0197-72-7228

金野由香ピアノ教室　発表会
中ホール　開場16：45 開演17：00 終演19：30 金野由香 TEL 090-5837-7407

1,000 1,300

1,500 2,500

1,000
高校生 800

1,200
高校生 1,000

3,000 3,500

1,000 1,500

4,0003,500

─ 1,000
※大会当日、会場にて販売

1,000 1,500

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

全席
指定7/9（土）

7/10（日）

7/12（火）

7/13（水）

7/16（土）

7/17（日）

7/17（日）

7/18（月・祝）

7/21（木）

7/24（日）

7/24（日）

7/28（木）

7/30（土）

7/31（日）

8/4（木）

8/5（金）

8/6（土）

8/6（土）

8/7（日）

8/12（金）

8/21（日）

8/27（土）

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

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

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

未就学児無料

未就学児無料

未就学児無料

未就学児入場不可

全席
自由 ─ 1,000

※大会当日、会場にて販売
午前から
混雑 未就学児入場不可

未就学児入場不可

未就学児入場不可

未就学児無料

未就学児無料

※雨天の場合は
さくらホール内にて

※申込をせずに当日
ご参加も可能、ただし
プレゼントをお渡し出来
ない場合がございます。

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

2,000
高校生以下500

一部
自由

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　開場①9：45②13：00 開演①10：00②13：15 さくらホール TEL 0197-61-3500

発売中
ホール取扱

一般鑑賞席は
2階・３階のみ自由席

中学生以下無料
未就学児入場不可

※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


	さくら16_7月表1表4
	さくら16_7月P1P2
	さくら16_7月P3P4
	さくら16_7月P5P6

