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年始営業中は受験生応援 !
オープン勉強ＤＡＹ

１階ミュージックルーム１を無料開放いたします。

1月2日 (水 )13:30から
お餅つきとおふるまい(限定100個 )を行います。

参加無料　ぜひお越しください！
正月三が日もお気軽にお立寄りください

さくらホール
イルミネーション点灯中
さくらホール
イルミネーション点灯中
期間：2019年 1月 31日まで
時間：16：30頃 (暗くなってから ) ～22：00 (閉館まで )
期間：2019年 1月 31日まで
時間：16：30頃 (暗くなってから ) ～22：00 (閉館まで )

発行者：一般財団法人北上市文化創造

定期発送
サービスの
ご案内

　

桜都
お　　　と

Art cafe

TEL：0197-65-5255　営業時間：10:30～20:30　定休日：月曜日

さくらホール館内レストラン さくらホールの情報誌を毎月ご自宅までお届けします。
お届け内容　「月刊さくらホール」＋お勧め公演チラシ、特大号
　　　　　　「さくらホールPress」も発行月に同封します。
お 届 け 日　毎月第1週の予定
お届け期間　お申込の翌月発行分から12ヶ月間
ご 利 用 料　年間840円（送料手数料込）

お申し込み方法　現金を添えてさくらホール窓口でお申し込みいただくか、現金書留
にて、住所・氏名・電話番号を記入したメモを同封の上、「さくらホール情報誌定期発送
係」までお申し込みください。

日頃の感謝を込めまして･･･12月は大抽選会!!!
期間：12月1日（土）～12月30日（日）

※期間中なくなり次第終了
対象：当店で700円以上お食事された方（１回にて）

1等：2,000円割引券　2等：1,000円割引券　3等：500円割引券
4等：300円割引券　5等：ポケットティッシュ　さらに･･･Ｗチャンスあり

今回はバックステージツアー冬休みスペシャルに先掛けて、前年度ツアーの
様子をご紹介します。
ツアーではマイクの調整体験～ピンスポットライト操作体験～奈落見学～小
迫り体験～などを行いました。参加者はマイクやピンスポットライトなど、初めて
見るもの聞くものにとても夢中な様子でした。
また、北上を中心に活躍する「昭和歌謡楽団しんまち～ず」による20分ほどのバ

ンド演奏もご鑑賞、さらに演奏中に使用された仕掛けも体験していただきました。
ちなみに、子どもは３歳から大人は70歳までと幅広い年齢層の方々にご参加
いただきました。今回もさらに楽しんでいただける内容を用意し、皆さまのご参
加をお待ちしております。

年末抽選会!!

バックステージツアー
～冬休みスペシャル～

日 に ち‥平成31年１月12日（土）
　　　　※12/8（土）9：00～ 受付開始！
時　　間‥13:00～15:00（12:50集合）
集合場所‥さくらホール1階サービスセンター前
参　加　料‥無料
参加資格‥どなたでも（小学生以下は必ず保護者同伴で）
定　　員‥50名程度（定員になり次第締切）
服　　装‥動きやすい服・靴
申込方法‥窓口またはお電話（0197-61-3300）にて
※開催内容は前年度と異なる場合がございますので、ご了承ください

普段立ち入れない楽屋周りや
地下の機械室にも潜入！

ピンスポットライトを操作！ 舞台を駆け回るアーティストに照明を！

プロも使用！本格音響スタジオを見学！

奈落の底からこんにちは！

華やかな舞台の裏には
色んな仕掛けが… 
日常触れられないディープな
世界を舞台技術員が
ご案内いたします。

代表
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北上市文化交流センター北上市文化交流センター

営業時間／9：00～22：00（年中無休）
保守点検のため、利用時間を制限する場合がございます。

北上市文化交流センター北上市文化交流センター

2018

いち早く予約をご希望の場合は利用調整会議でお申し込みください。
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。

年中無休  9：00～22：00
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。
舞台の準備や撤収のため9時以前や22時以降のご利用も可能です。

チケットに関する営業時間　9：00～21：00
チケットの予約販売、プレイガイドの受託は夜9時までとなります。

サービスセンターの営業時間  9：00～22：00
夜10時まで施設の利用受付、お問い合せなどに対応しています。
仕事帰りでも便利にご利用いただけます。

大・中・小ホール‥1年前の月の利用調整会議から申込可能
アートファクトリー‥3ヶ月前の月の利用調整会議から申込可能
※受付開始前に利用が決定している催事もありますので、事前にお問い合せください。

2019年1月の利用調整会議 ※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
1月4日（金）18：30から下記の申込の調整を開始します。
●2020年1月の大・中・小ホール（区分利用）　　●2019年2月の大・中ホール（時間利用）
●2019年4月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）、大・中ホールステージ練習利用（区分利用）

　さくらホールの施設利用申込について 　営業時間・保守点検日のご案内

2018年12月の保守点検日　12月18日（火）9：00～17：00
17：00以降は通常営業となります。詳しくはお問合わせください。
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●Art cafe桜都

　予約制託児サービスのご案内
託児場所・1Fキッズルーム
対象年齢・１才～未就学児
時　　間・開場～終演まで
料　　金・子ども一人につき¥1,000（事前精算）
定　　員・５名程度
持 ち 物・飲み物・おやつ・着替え・ビニール袋（その他おむつ・ミルクなど）
申込方法・電話またはサービスセンターにて予約
申込締切・公演１週間前まで（先着順・定員数になり次第）
※主催事業の際の内容です。

託児

チケット専用☎　チケットのお求め方法

※購入後の払い戻し、座席の交換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。
※大ホール・中ホール座席表はさくらホール HPからご覧いただけます。

受取り・
精算方法

指定プレイガイドでの購入　※公演によって異なります。詳しくはお問合わせください。
北上市（0197）江釣子SCパル☎65-2511／さくら野百貨店北上店☎61-5511／北上地区勤労者福祉サービスセンター☎62-0033
盛岡市（019）川徳☎651-1111／アネックスカワトク（一部取扱）☎661-1000
一関市（0191）一関文化センター☎21-2121　　花巻市（0198）なはんプラザ☎22-4412
奥州市（0197）奥州市文化会館Z ホール☎22-6622／SSMサンエー☎35-1212

インターネットさくらホール窓口

インターネット予約http://www.sakurahall.jp/ticketyoyaku.php
電話予約での購入 チケット専用ダイヤル TEL.0197-61-3500 AM9:00～PM9:00年中無休

予約日から2週間以内にさくらホール窓口にて受取り（主催公演はクレジット精算可）
クロネコヤマト宅急便コレクトにてお届け（手数料 600 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）

　車椅子のご案内
エントランス（正面玄関）に車椅子4台をご用意しています。
ご自由にお使いいただけます。（予約不要）



※ 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。
※ 催事によっては、駐車場が大変混雑する場合がございます。駐車場の混雑予想については、ホームページまたは館内設置のお知らせ等をご参照ください。

紙面の公演は2018年11月27日現在の情報です。

　　イベントカレンダー
日　付 チケット 

取扱い
公 演 名 座席

一般価格（円） その他
会場 時間（開場・開演・終演※予定） 　お問い合せ先（またはチケットのお求め先） 前　売 当　日

12/7
（金）

発売中 
ホール取扱

チェロ　コントラバス　ピアノの夕べ　　～南からの風～ 全席
自由

大人3,000
高校生以下　

1,500

大人3,500
高校生以下　

2,000
未就学児入場不可

中ホール 開場 18:00 開演 18:30 ベル企画(鈴木） TEL 090-5501-1524

12/9
（日）

発売中 
ホール取扱

第２８回北上市民芸術祭参加　震災復興支援　第２１回北上民謡保存会発表会 全席
自由 1,000 高校生以下無料

中ホール 開場 10:00 開演 11:00 終演 15:00 北上民謡保存会(佐藤） TEL 0197-64-4742

12/14
（金） 入場券不要

ふたば認定こども園　双葉幼稚園　園児発表会 全席
自由 入場無料

大ホール 開場 9:00 開演 9:30 終演 12:00 ふたば認定こども園　双葉幼稚園 TEL 0197-65-2800

12/16
（日）

発売中 
ホール取扱

第２８回北上市民芸術祭参加　北上吹奏楽団　第４３回定期演奏会 全席
自由 600 800 小学生以下無料

大ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 北上吹奏楽団（小笠原） TEL 090-4884-1412

12/16
（日）

発売中 
ホール取扱

第２８回北上市民芸術祭参加　黒沢尻歌舞伎公演 全席
自由

大人 2,000
学生（大・高）

500

大人 2,300
学生（大・高）

500
中学生以下無料

中ホール 開場 12:30 開演 13:00 終演 16:00 黒沢尻歌舞伎保存会 TEL 0197-63-4529

12/22
（土）

主催者へお問い
合わせください

北上信用金庫創立70周年記念・さくらホール開館15周年記念
佐渡裕指揮　シエナ・ウインド・オーケストラ　演奏会２０１８　

レナード・バーンスタイン生誕100年記念 全席
指定 完売しました 未就学児

入場不可
大ホール 開場 14:15 開演 15:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

12/22
（土） 入場券不要

宮澤教室・五日市教室　ピアノ発表会　 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 宮澤 TEL 0197-64-6137

12/23
（日） 入場券不要

黒沢尻北小学校音楽部　第１７回定期演奏会 「レインボー・コンサート」 全席
自由 入場無料

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(吉田） TEL 0197-65-3313

12/23
（日）

発売中 
ホール取扱

岩手県立黒沢尻工業高等学校吹奏楽部　第６２回　黒工定期演奏会 全席
自由 300 400 未就学児無料

中ホール 開場 15:30 開演 16:00 終演 17:40 岩手県立黒沢尻工業高等学校 TEL 0197-66-4115

12/24
（月・祝） 入場券不要

平成３０年度　全日本アンサンブルコンテスト北上支部大会
全席
自由 入場無料 未就学児入場不可

中ホール 開場 9:30 開演 10:00 岩手県吹奏楽連盟北上支部
(北上市立南中学校・鈴木） TEL 0197-67-4318

12/27
（木） 入場券不要

カワイ音楽コンクール　予選会・オーディション
全席
自由 入場無料

中ホール 開場 ①9:45
②12:30 開演 ①10:00

②12:50 終演 ①11:50
②16:50 カワイ音楽教室北上センター TEL 0197-64-0333

12/28
（金） 入場券不要

カワイ音楽コンクール　予選会・オーディション 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 10:00 開演 10:15 終演 12:15 カワイ音楽教室北上センター TEL 0197-64-0333

12/29
（土）

発売中 
ホール取扱

STUDIO UNDERPATH!  THE GREATEST SHOW 2018　 ～BIRTHDAY!～
エリア
指定 2,000 2,500

さくらホールのチケット
取り扱いは10列目以降の

エリアのみ
未就学児入場不可中ホール 開場 17:00 開演 17:30 終演 19:00 STUDIO UNDERPATH!(後藤） TEL 070-2430-5588

Happy New Year　2019
1/6

（日）
主催者へお問い
合わせください

平成３１年　北上市消防出初式 一部
自由 ―

11時 20分より第一駐車場
にて観閲を行います

※午前中第一駐車場貸切大ホール 開場 9:00 開演 10:00 終演 11:00 北上市(消防防災課消防係） TEL 0197-72-8305

1/6
（日）

発売中 
ホール取扱

イタリア招聘ドラマティコ・ベジターレ　子どもとおとなのための◎パフォーマンス　
「ピノキオの動物園？」　～ピノキオに魅せられた二人による、想像の物語～ 全席

自由

大人　2,000
子ども　700

（3 歳～中学生）
親子ペア 2,500

（大人 1 名＋子ども 1 名）

3歳未満のお子様は
1人 1枚の無料整理券が必要

小ホール 開場 ①10:45
②14:45 開演 ①11:00

②15:00 終演 ①11:40
②15:40 さくらホール TEL 0197-61-3500

1/9
（水）

主催者へお問い
合わせください

平成３０年度　第２８回北上市教育研究発表会
一部
指定 ―

北上市民（一般）の入場は、
時間指定を行う予定
未就学児入場不可大ホール 開場 12:45 開演 13:15 終演 16:30 北上市教育研究所 TEL 0197-64-2111

(内線3465）

1/12
（土）

12/8㈯より
申込受付開始

バックステージツアー　～冬休みスペシャル～
ー 参加料無料

（要事前申込）
自力歩行が可能な方対象
小学生以下保護者同伴大ホール

他 集合 12:50 開始 13:00 終了 15:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

1/13
（日）

主催者へお問い
合わせください

平成３１年　北上市成人式
全席
指定 ― 関係者のみ参加

大ホール 受付 11:45 開演 13:00 終演 14:00 北上市まちづくり部
生涯学習文化課 TEL 0197-72-8303

1/19
（土） 入場券不要

きたかみ地域教育力向上フォーラム
一部
指定 入場無料

中ホール 開場 12:45 開演 13:15 北上市まちづくり部
生涯学習文化課 TEL 0197-72-8303

1/19
（土）

発売中 
ホール取扱

きたかみサロン音楽会　Ｖｏｌ．３　菅家奈津子（メゾソプラノ）、中鉢聡（テノール） 全席
自由

1,500
高校生以下 1,000

未就学児
入場不可小ホール 開場 13:30 開演 14:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

託児

託児

託児

PICK UP

みんなのサロンみんなのサロン
誰でも参加できます。

すべて先着順で予約も受け付けます。
さくらホールで、「みんなのサロン」と
表示された部屋にお越しください。
●カラオケ体験サロン
12／3・17（月）18:00～20:00
※参加料500円、定員10名
※良質な音響でヒット曲を歌います。
●いきいき歌声サロン
ゲスト：アコーディオン肥田葉子さんゲスト：アコーディオン肥田葉子さん
12／9（日）15:15～16:45
※参加料500円、定員40名
※懐かしい唱歌や歌謡曲を合唱します。
※肥田さんのソロ演奏もあります。
●オカリナ体験サロン
12／10・24（月）15:30～17:00
※参加料250円、定員8名
※みんなで簡単な曲を合奏します。
※体験用のオカリナもあります。
●ボードゲームサロン
12／10（月）19:00～20:30
※参加料200円、定員10名
※話題のカードゲームを楽しみます。
●お宝方言サロン
12／24（月）10:30～12:00
※参加料200円、定員12名
※劇作品の方言語りを楽しみます。
●クラシックサロン
　「Xmasに寄せて」
12／24（月）13:00～14:30
※参加料200円、定員12名
※バチカン国際音楽祭2013のDVDと、
Xmasや宗教に因んだCDを鑑賞します。
主催・申込み NPO法人芸術工房

電話：0197-64-7567

12/16（日）12/16（日）
北上吹奏楽団　第43回定期演奏会
貸館
大ホール
開場13:30
開演14:00
全席自由
600円（当日800円）
※小学生以下無料

発売中

12/23（日）12/23（日）
岩手県黒沢尻工業高等学校吹奏楽部
第62回黒工定期演奏会
貸館　発売中
中ホール
開場15:30
開演16:00
全席自由
300円（当日400円）
※未就学児無料

発売中

12/29（土）12/29（土）
STUDIO UNDERPATH!
THE GREATEST SHOW 2018
～BIRTHDAY!～
貸館　発売中
中ホール
開場17:00
開演17:30
エリア指定2,000円（当日2,500円）
※さくらホール取扱いはブロックB（10列目以降）のみ

発売中

12/16（日）12/16（日）
黒沢尻歌舞伎公演
貸館　発売中
中ホール
開場12:30
開演13:00
全席自由
大人2,000円（当日2,300円）
学生500円（当日同料金）
※学生券は大学・高校生
※中学生以下無料

発売中

北上信用金庫創立70周年記念
さくらホール開館15周年記念
佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会2018
レナード・バーンスタイン生誕100年記念
主催　　　　 　　　大ホール
開場14:15　開演15:00
全席指定　※未就学児入場不可
公開リハーサルが決定！
同日12：30〜13：30（どなたでも）
※公演鑑賞できない学生（高校生以下）も歓迎！
特別協賛：北上信用金庫　共催：IAT岩手朝日テレビ

きたかみサロン音楽会
2018

Vol.3　菅家奈津子（メゾソプラノ）、中鉢聡（テノール）
主催　　　　   　小ホール
開場13:30　開演14:00
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

イタリア招聘ドラマティコ・ベジターレ
子どもとおとなのための◎パフォーマンス

「ピノキオの動物園？」
～ピノキオに魅せられた
　二人による、想像の物語～

主催　発売中
小ホール
午前の部　開場10:45　開演11:00
午後の部　開場14:45　開演15:00

（上演時間　約40分）
全席自由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大人2,000円
子ども700円（3歳〜中学生）
ペア2,500円（大人1名＋子ども1名）
※3歳未満のお子様は1人1枚の無料整理券が必要

公演に先がけて、ワークショップを開催。
公演がより楽しくなること間違いなし！
音楽ワークショップ
へんてこりんな音の国

場　所：ミュージックルーム1　14：00〜14：40
料　金：無料、要入場整理券
出　演：牧野詩織（フルート）　井上仁一郎（ギター）
※ワークショップのみでも申込可
※初めて観劇する幼児とファミリー向けの内容です！

さくらホール開館15周年記念
西本智実プロデュース
オペラ「蝶々夫人」全幕上映・字幕付

主催　発売中　
大ホール　開場14:15　開演15:00
全席指定
S席9,000円　A席7,000円　B席5,000円
※ペア割（S席・A席）2枚購入で各500円割引
※未就学児入場不可

第42回北上市民劇場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 昨年の稽古風景

主催　　　　 
中ホール　
2回公演
両日とも　開場13:30　開演14:00
全席自由
一般1,000円（当日1,200円）※小学生以下無料
※参加者募集中！

他プレイガイド
［北上］江釣子SCパル、さくら野百貨店北上店
［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］川徳、アネックスカワトク（一部取扱）

※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）

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。そのためイベントカレンダーには掲載されていません。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。そのためイベントカレンダーには掲載されていません。

　プレイガイド情報
民謡を唄う　民謡を踊る
北日本民謡聡友会　菅原聡（芸人・津軽三味線曲師） 12/8（土）陸前高田市コミュニティホール

第7回チャリティー岩手小松会民謡舞踊発表会 12/9（日）日本現代詩歌文学館
オペラシアターこんにゃく座公演　オペラ「森は生きている」 12/9（日）盛岡市キャラホール
みなみ吹奏楽団　創立20周年記念　第20回定期演奏会 12/16（日）奥州市文化会館（Zホール）
岩手の民謡をたずねて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年1/12（土）岩手県民会館
女神たちが贈る素敵なコンサート　　　　　　　　　　　　　　  2019年1/14（月・祝）奥州市文化会館（Zホール）
ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー創立280周年記念
くるみ割り人形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2019年2/1（金）岩手県民会館

田園寄席　桂米助・三遊亭白鳥　二人会　　　　　　　　　　　　　  2019年3/3（日）田園ホール（矢巾町文化会館）
特選ぎんどろ寄席（12/15発売）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3/3（日）花巻市文化会館

発売中

託児

完売しました

12/22
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2019

発売中
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（土）

2019
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（土）

2019

3/17
（日）

2019

3/3
（日）

2019

託児

Ⓒ塩澤秀樹 チケット発売日12/8（日）9:00～
発売中

ⒸCarloLastrucci
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2019

託児

託児


