
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

北上市上野町5丁目1-16（上野町郵便局南150m）
TEL 0197-63-2661 FAX 63-2600

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

火曜日来店の方、生姜焼定食（¥1000）
とんかつ定食（¥1000）に刺身サービス！

廃棄物収集運搬中間処理廃棄物収集運搬中間処理
家屋内の清掃家屋内の清掃
土木工事土木工事

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

恋活～スクールラブ～恋活～スクールラブ～
【8月21日（日）】【8月21日（日）】

会費　男性3,500円
　　　女性2,500円
対象　20～39歳くらいまでの方
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）

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

｜8/10｜8/24｜

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

さくらホール正面口

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

こんな盆踊り、
さくらホールでしか
体験できない！

8 月

2016.8.1発行
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保守点検日の為休館

2016年希望郷いわて国体
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）

8月16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
●さくら盆ジュール2016
●鬼っジョブ～北上おしごとパーク～
●名曲の花束
●立川志の輔独演会
●さくらホールしょうげき！公演Vol.２
●きたかみサロン音楽会
●リー・リトナー＆ジャパニーズ・フレンズ
●さくらホールバンド塾

P3～4
公演案内
●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
●いわての演奏家とつくる音楽会
●フロント研修

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

●北上市民劇場を盛り上げる会
　やっぺし通信 vol.2
●メールマガジンのご案内

Café＆Restaurant Bib
●打ちたて玄米そば

スポンサーさんこんにちは！
●vol.79　和かな北上店

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

※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 Ciel（ブルー・シエル）

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

9/18
（日）

鬼っジョブ～北上おしごとパーク～2016

体験できる職種は30種類以上！体験できる職種は30種類以上！

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（※取扱いはさくらホールのみ）

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忘れなく！

うんと楽しんで元気になる！「心には桜が舞う」落語会

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（ペア各500円割引）
※ペア割引はさくらホールのみの取扱いとなります。※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。

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。

クラシック

発売中

主催

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

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

さくらホールスタッフによるコーナー

【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。

申込
受付中

主催
“学にマナブ!”

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
※今回は定員は40名となっております。
※未成年の方の参加には保護者の同意書が必要です。

バンド

10/30
発売予定

主催

リー・リトナー＆
ジャパニーズ・フレンズ2017
神保彰・寺井尚子・本田雅人～スペシャル・プロジェクト～

3/3
（日）

2017 大ホール 開場18:30　開演19:00
全席指定 S席6,500円 A席5,000円（各ペア500円割引）
 高校生以下半額
※各種割引チケットはさくらホールのみの取扱い。
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

ジャズ／
フージョン

ダニエル オッテンザマー（クラリネット） ／村田千佳（ピアノ）

託児あり
（要予約）

※復興応援席は、東日本大震災により岩手県内の被災地（洋野町、久慈市、野田村、
普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市）
の沿岸で被災された方、及び北上市内に避難している被災者の方が対象です。
ご希望の方は、さくらホールまでお問い合わせください。
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

後援：ブルガリア共和国大使館

特別共演 北上ミューズコーラス隊
第一部のラストには、北上のミューズコーラス隊さんと童謡
「ふるさと」で共演します。今年で18周年を迎える歴史ある
コーラス隊で、歌の大好きな北上市内の小中学生が集まり
活動しています。合唱だけでなく本格的なオペレッタ（音楽
劇）を発表しているのが特徴で、毎年2月のさくらホールの
定期公演のほか、いままでに聖トーマス教会少年合唱団や
山形交響楽団などと共演したり、春休みと夏休みに高齢者福祉施設への訪問演奏やイベント
への参加等々、精力的な交流活動を続けていて市民にとても親しまれているコーラス隊です。

Vol.6でギターの講師をされた高橋学さんが、プロとして活躍
されるミュージシャンを引き連れ、さくらホールにやってきます。
バンド活動で一番おもしろい、メンバーとの化学反応「アレンジ」。
元々ある曲がこのメンバーだとこんな演奏になる！あなたの
音楽の刺激になるといいですね!!ぜひお申し込みください！

1970年代に起こったフュージョンブーム
の立役者であり、卓越したテクニックと
笑顔の絶えないキャラクターで、世界中
の音楽ファンを魅了しているスーパー
ギタリストのリー・リトナー。今回が日本人
プレイヤー達と共演する初の日本ツアー
となるスペシャルプロジェクトです。日本
屈指のプレイヤー達と新たな音世界を
創造します。リー・リトナーのこれまでの
功績・往年の代表曲も振り返る最強の
ライブ、お楽しみに！！

さくらホールを1日限りの「お仕事体験テーマパーク」とし、好きな仕事にチャレンジできる、こどもが主
役の街。お仕事をしてお給料としてもらったONY（オニー）（専用通貨）をゲームコーナーや体験コー
ナーを使って、楽しみながら社会のしくみを学べます。一番の魅力は、こどもが大人になりきって活躍
できること。この街ではだれもが一人前の大人！

●医者●エステティシャン●介護士●餃子作り●銀行員●ケータイショップ●環境コーディネーター●コンビニ店員●消防士●新聞記者
●石材アート●大工さん●ダンス●ネイリスト●パソコンデザイナー●パティシエ●ピザ職人●美容カウンセラー●美容師
●ペンキ職人●保育士●ホテルマン●マッサージ●メカニック●メガネ屋さん●薬剤師●ラジオ●時計製造●クラブDJ●照明エンジニア

9/4（日）14:00～、江釣子ショッピングセンターパル ジョイスタジオにて
童謡のほか、衣装を着ての歌とダンス「白雪姫」を披露したり、お客様と一緒に楽しむ場
面もあるそうです。午後のひと時、ぜひおでかけしてみてはいかがですか？

《ミューズと一緒に歌いましょう!》

NEWS

8/12
（金）

さくらホール野外特設会場
17:00〜20:00（予定）
入場無料
共催：黒沢尻二区区民協議会

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

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！

オリジナルダンス「はやて」とは？

タイム
スケジュール

DANCE×MUSIC

おとなもこどもも、太鼓の音色に合わて、
踊って、演奏して、盛り上ろう！お祭り＆盆踊り大会
「盆ジュール」、4年目の開催です！
ことしのお盆はさくらホールへ！

BLACK BOTTOM
BRASS BAND より
YASSY（tb）・SEIYA（snare ds）

コンドルズ より
山本光二郎・安田有吾

コンドルズ、BBB
Bとつくった

「はやて」PV!

ダンス×ブラスバンド! さくらホールだけの奇跡のコラボ!

はやて  さくらホール で 検索!

ブラック・ボトム・ブラス・バンド

8月26日(金)より募集開始！お申込はホームページにて！

今年は地元北上のさんさ踊り
「小島崎さんさ」も登場！

今年は地元北上のさんさ踊り
「小島崎さんさ」も登場！

あ
ら
す
じ

発売中

主催

さくらホールしょうげき！公演Vol.2
イタリア招聘 プリンチピオ・アッティーボ劇団 子どもとおとなのための◎演劇
ハナとモモ

小ホール　午前の部 開場10:30 開演11:00　午後の部 開場14:30 開演15:00
全席自由　大人1,500円 子ども700円（3才～中学生） 親子ペア2,000円（おとな1+こども1）
※3歳未満のお子様は1人1枚無料整理券が必要です。

12/25
（日）

演劇

イタリア、プリンチピオ・アッティーヴォ劇団による幼児の為の作品。イタリアや
フランスで上演を重ねて１００回以上になります。子どもの頃から本格的な劇場
空間で、良質な演劇作品に触れることで想像力を育みます。海外の劇団の
作品を観ることで楽しく国際的な感覚を得ることができます。

ハナとモモ、２人の女の子。モモはなんでも全部、一人占め。ハナは
なんとか一緒に遊ぼうとするけれど、何をしても最後はモモのもの
になってしまう・・・。怒ったハナは・・・？ハナとモモは日本語でもなく、
イタリア語でもない不思議なことばを話します。

ペア券
PG購入可

子どもに良質な演劇を！子どもに良質な演劇を！

託児あり
（要予約）

大人になりきって
仕事しよう！

ソフィア・ゾリステンのみなさまと
音楽を通じてひとつになれるよう、

心を込めて歌います。

vol.7

さくらホールバンド塾

※講師は高橋学（Vo.Gt）北田了一（Key）佐藤弘基（Ba）沼直也（Dr）の4名
　詳しいプロフィールはさくらホールで配布してるチラシやホームページをご覧下さい。

リー・リトナー（Gt）リー・リトナー（Gt）

神保彰（Dr）神保彰（Dr） 寺井尚子（Vn）寺井尚子（Vn） 本田雅人（Sax）本田雅人（Sax）

※スケジュールは予定です。

17:00～ 【盆ジュール】スタート！
 オープニング【和太鼓演奏：飛勢太鼓】
17:10～ 【子供のためのお菓子まき大会】お楽しみくじ付き！
17:35～ 【みんなでおどろう！わんこダンス】おもっちと一緒に～
17:45～ 【オリジナルソング＆ダンス「はやて」ライブ】ダンスレクチャー
18:05～ 【地元の踊り①北上おでんせ・さくら音頭(レクチャーあり)】

18:20～ 【地元の踊り②小鳥崎さんさ(幸の会による踊りレクチャーあり)】
18:45～ 【和太鼓演奏：飛勢太鼓】
18:55～ 【PV】北上コンピュータ・アカデミーオリジナルPV
19:00～ 【BBBBとブラス隊による生演奏「はやて」他】
19:20～ 【総踊り】全員で輪踊り！
20:00 終了予定

公演時間50分

P1 P2



㍿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9月の大・中・小ホール（区分利用）
2016年12月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

2016年9月の利用調整会議※受付18:00～18:30
9月1日（木）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

̶インフォメーション̶

鈴木俊彦

【主催】牧野詩織フルートリサイタル実行委員会
問い合せ先：事務局（伊藤） 0198-33-0726

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♪Bibでは今月から期間限定（１日10食）で、店内打ちたて玄米そば（玄米麺）
をご用意しております。玄米と海草エキスだけで作った麺で、ツルっとしたのどごしと歯ごたえが
特徴ですので、ざるそば感覚でお召し上がり頂けます。また、つなぎで使う小麦が入っておりません
ので、小麦や蕎麦アレルギーの方、免疫力をアップさせたい方には嬉しい一品♪超おすすめ
メニューなので是非一度はご賞味ください。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。
※イベント時は混雑しますので玄米麺はお休みさせて頂きます。ご理解のほどよろしくお願い致します。

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）

発売中

和かな北上店
vol.79

牧野詩織 フルートリサイタル
～心象の森～

9/3
（土）

中ホール 開場18:00 開演18:30 終演20:15
全席自由　前売 一般2,500円 高校生以下1,500円
 当日 一般3,000円 高校生以下2,000円
※未就学児は親子室の利用をお願い致します。

（主催者までご予約ください。） 

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
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
スタンウェイD-274
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。

11/6
（日）
受付

ピアノ

牧野詩織フルートリサイタル、待望の
第２弾!!様々な工夫を凝らして、皆様を
心象の世界へとご案内致します。
これまでのクラシックコンサートとは一味
違った時間を是非ご体感ください。

さくらホールの練習室や会議室などの施設空き状況を、週１回メルマガ配信いたします♪
毎週金曜日の夕方に、翌週分の施設空き状況をお知らせしますので、
ご希望の方は、是非、ご登録ください！ ※対応機器：パソコン、スマートフォン

今回は、今年5月で開店8周年を迎えた、さくらホール真向いのステーキ・鉄板料理の
「和かな北上店」さんのご紹介です。

「岩手の厳選された四季折々の食材を使い、心を込めて鉄板調理
を提供致します。特に地元自慢の最高品質を誇る前沢牛や岩手
短角和牛は絶品で、ステーキの醍醐味である『肉の焼き方』にも
こだわり、最高の状態でご堪能いただけます。」店長より

フルート

【主催】株式会社グローバル
問い合せ先：株式会社グローバル（有嶋） 03-5389-5111

発売中

デニス・ブリアコフ
フルートリサイタル 2016 岩手公演

9/15
（木）

中ホール
開場18:30  開演19:00 終演20:45
全席自由
前売 一般3,000円 学生2,000円
当日 一般3,500円 学生2,500円
※未就学児入場不可

2009年、弱冠28歳で名門・メトロ
ポリタン歌劇場管弦楽団首席奏者
に就任し、今や名実共に世界最高
峰のフルート奏者であるデニス・
ブリアコフ。昨年秋にロサンゼルス・
フィルハーモニー管弦楽団の首席
奏者に移籍し、更なる飛躍と挑戦を
続けています。極上の音色と卓越
したテクニックが織りなす最高級の
演奏をぜひご堪能ください。

フルート

本公演をよりお楽しみいただくために、開演前に牧野詩織による
プレトークがございます。ぜひお早めにご来場ください。

誰もが抱いている心の森。
笛の音と共に、
一歩踏み込んでみませんか

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
（月によって変更あり）

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
 8/20

(土)
 8/30

(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

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。

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！
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

○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出演料をお支払いします。
詳しい内容は募集要項（さくらホールHP）をご覧ください。

http://www.sakurahall.jp/contact.php

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！

高舘 博人さんvol.2

　高舘さんは、来年30年を迎える「北上川に鯉のぼりを泳
がせる会」の会長です。毎年春の「北上展勝地さくらまつ
り」にあわせ、北上川珊瑚橋下流に約3百匹のこいのぼり
を掲揚しています。子ども達の健やかな成長を願うと共に、
北上市の観光に役立てたいとの思いが込められています。
　第8回北上市民劇場「川霧も晴れて―橋かけ徳次郎―」
から、建築会社代表である自身の腕を生かし、大道具として
20年以上にわたり活躍された方です。この公演では、実際に
昔引いた図面をもとに橋を作り、観客をビックリ仰天させま
した。大きなセットだったので、市民会館大ホールの舞台上で
組み上げました。今まで作った中で一番の大きさだったそうで
す。人が乗ってもびくともしない丈夫さ、丸太に見せるための
細工など、目に見えないところにこそ気合を入れたとのこと。
この他にも第20回北上市民劇場「蘇る艜―川岸の船頭・
清五郎ものがたり―」では艜（ひらたぶね）を作り上げました。

「長く続けるには？」との問いに、「“北上市民劇場”
“北上川に鯉のぼりを泳がせる会”どちらも自然に集まっ
てきたんだよなぁ。」と当たり前のことのように話された
言葉が、高舘さんのお人柄を表していると感じました。
前回と同様に人とのつながりを再認識させられました。
 １時間以上にわたりお時間をいただき、ありがとうござ
いました。

メールマガジンのご案内
～施設空き状況のお知らせ～

和かなハンバーグステーキ150g ¥1,728（税込）
人気のランチメニュー

北上市さくら通り1-7-22　ご予約・お問い合わせ……0197-62-5123

月替わりpickupでより詳しくご紹介します
。

第8回北上市民劇場（1985年2月17日公演)
川霧も晴れてー橋かけ徳次郎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】　8/25（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。

無料

［キッズ］5歳～2年生 14：30～15：30
［ジュニア］3年生以上 15：30～16：30

小ホール
17：00～18：30（90分）

楽しく身体を動かして「芸術」や「表現」をぐっと身近に。

（各60分）

和かな北上店 検  索
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入口（大ホールイベント時開放）
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全駐車台数680台（無料）
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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7月27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7月27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。

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

12/10（土）
12/11（日）

岩手県民会館
大ホールミュージカル「ミス・サイゴン」

11/16（水）
奥州市文化会館
（Zホール）
大ホール

サスペンスコメディ
一人二役　殺したいほどジュテーム

11/25（金） 岩手県民会館
大ホール

いわぎんスペシャル
パーヴォ・ヤルヴィ指揮
ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団

9/11（日）
胆沢文化
創造センター
大ホール

川畑要（CHEMISTRY）
アコースティックライブ

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

10/22（土）
10/23（日）

日本現代詩歌
文学館
2階講堂

天体望遠鏡
第13回公演「チャンピオンたちの朝食」
～10年の眠りから目覚めた男とその周辺のいくつかのエピソード～

─

─

─

─

─

─

─

─

─

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

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

1,000

参加費1,000（保険、ドリンク、昼食含）
要事前申込※インターネット申込のみ
8/26（金）より申込受付開始

500

500

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
自由

全席
自由

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

岩手県立北上翔南高等学校器楽部　第13回定期演奏会
中ホール　開場17：30 開演18：00 終演20：00 岩手県立北上翔南高等学校 TEL 0197-71-2122

牧野詩織　フルートリサイタル　～心象の森～
中ホール　開場18：00 開演18：30 終演20：15 事務局（伊藤） TEL 0198-33-0726

第26回北上市民芸術祭参加　幸藤流　新舞踊「幸の会」発表会　熱き心で「幸」は舞う
大ホール　開場10：00 開演10：30 終演15：00 幸の会事務局（石川） TEL 090-5350-8305

第26回北上市民芸術祭参加　喜多流北上喜櫻会　第32回謡と仕舞の会
中ホール　開場11：30 開演12：00 終演15：00 喜多流北上喜櫻会（平野） TEL 0197-64-2701

（有）北上正時堂 ピアノ発表会
大ホール　開場①9：50 ②13：20 ③15：20 開演①10：00 ②13：30 ③15：30 終演①12：30 ②14：50 ③16：40 （有）北上正時堂 TEL 0197-63-3408

ＪＡＺＺ　喜一郎と愉快な仲間たち
小ホール　開場17:30 開演18:30 居酒屋結喜（ゆき） TEL 0197-65-2477

第26回北上市民芸術祭参加　震災復興支援　第38回北上市民謡まつり
中ホール　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　高橋宏） TEL 0197-67-2465

デニス・ブリアコフ　フルートリサイタル2016　岩手公演
中ホール　開場18：30 開演19：00 終演20：45 株式会社グローバル TEL 03-5389-5111

鬼っジョブ　～北上おしごとパーク～　2016
全館　9：00～15：30 公益社団法人北上青年会議所（平野） TEL 0197-65-0281

北上市立飯豊中学校吹奏楽部　第24回定期演奏会
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：30 北上市立飯豊中学校 TEL 0197-68-2714

名作こども映画会
大ホール　開場9：30 開演10：20 終演11：30 守屋教育映画 TEL 090-3116-9909

第26回北上市民芸術祭参加　第50回市内音楽教室合同発表会
大ホール　開場13：00 開演13：30 終演16：00 市内音楽教室連合会（髙橋） TEL 0197-64-1178

北上市立南中学校吹奏楽部　第26回定期演奏会
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演16：00 北上市立南中学校 TEL 0197-67-4318

平成28年度　北上市安全・安心まちづくり大会
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 北上市地域安全推進市民会議 TEL 0197-64-2111（内線6119）

北上市立和賀東中学校吹奏楽部　ありがとうコンサート
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演15：40 北上市立和賀東中学校 TEL 0197-73-5106

第26回北上市民芸術祭参加　第30回（一社）岩手県ピアノ音楽協会北上支部コンサート
大ホール　開場13：00 開演13：30 （一社）岩手県ピアノ音楽協会北上支部（宍戸） TEL 080-3321-7564

第33回 ドレミの会　小さな音楽会
中ホール　開場12：30 開演13：00 大鷹 TEL 0197-64-5291

1,200 1,500

400 500

全席
自由 2,000 2,500

2,500
学生 1,500

3,000
学生 2,000

3,000
学生 2,000

3,500
学生 2,500

─ 500
※当日、会場にて販売

1,000 1,500

4,0003,500

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

8/5（金）

8/6（土）

8/6（土）

8/7（日）

8/12（金）

8/21（日）

8/27（土）

8/28（日）

9/3（土）

9/4（日）

9/4（日）

9/10（土）

9/11（日）

9/11（日）

9/15（木）

9/18（日）

9/19（月・祝）

9/19（月・祝）

9/22（木・祝）

9/22（木・祝）

9/23（金）

9/24（土）

9/25（日）

9/25（日）

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

8月下旬より販売
ホール取扱予定

8月下旬より販売
ホール取扱予定

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

主催者へ
お問合せください

未就学児無料

未就学児入場不可

未就学児無料

未就学児無料

※荒天時は１階正面
エントランスにて

未就学児は
親子室を利用

（主催者まで予約）

小学生以下無料
未就学児入場不可

高校生以下無料

高校生以下無料

未就学児入場不可

未就学児無料

２歳以上有料

対象：小学４年生
～６年生

（先着４００名）

※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。

発売中
ホール取扱

いわてジャズ2016

とうぎんお笑い寄席
桂歌丸・三遊亭円楽

8/23（火） 岩手県民会館
大ホール

第55回北上・みちのく芸能まつり
トロッコ流しと花火の夕べ 桝席
4名様分（縦180cm×横180cm）

8/7（日） 北上川河川敷
（珊瑚橋下流）

第55回北上・みちのく芸能まつり
トロッコ流しと花火の夕べ 駐車券
展勝地公園花火駐車券（1区画）観覧入場券4枚付き

8/7（日） 北上川河川敷
（珊瑚橋下流）

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


	さくら16_8月表1表4_HP
	さくら16_8月P1P2_HP
	さくら16_8月P3P4_HP
	さくら16_8月P5P6_HP



