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さくらホールでしか体験できない盆踊り!
さくら盆ジュール2019
8月11日（日）17：00～20：00

さくらホール　屋外特設会場
※雨天時はさくらホール屋内

17時00分～　イベントスタート 和太鼓演奏（かっぱ太鼓）
★お子様限定！
　あたりくじ付きお菓子まき
★体験コーナー 
　おもしろ体操・太鼓体験・お面作り（予定）

18時00分～　小鳥崎さんさ踊り
盆踊りタイム

18時40分～　コンドルズによる
はやて&イス盆レクチャー

18時50分～　黒沢尻鬼剣舞
19時10分～　ブラックボトムブラスバンドと

ブラス隊によるライブ
19時30分～　総踊り～フィナーレ（20時終了予定）

参加無料・申込不要

プログラム 時間は予定です
ダンスカンパニー コンドルズと踊ろう
からだを使ったコミュニケーション!
オリジナルダンス「はやて」でさくらホールの夏を楽しもう!

小鳥崎さんさを踊ろう 事前練習：8月11日14時
きたかみ地域の伝統おどり「小鳥崎さんさ」を楽しく踊ろう!
浴衣+手ぬぐい持参でGO!

ブラックボトムブラスバンドと
魅せるブラスチーム結成 事前練習：8月11日15時
誰でも、自由に参加OK!
演奏曲/はやて、マンボNO.5、北上おでんせ（予定）

着物・ゆかた着付けサービス 無料 ※予約優先
15：00～17：00　和室さくらにて
「和の衣さとう」さんのご協力で、今年も着付け無料サービス!
※浴衣は持参ください　※15時から15分ごとに予約を受付します

DANCE×MUSIC
さくらホールだけのコラボレーション!

2018年8月撮影

定期発送
サービスの
ご案内

　

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。

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

桜都
お　　　と

Art cafe
さくらホール館内

レストラン

キルトハウス
エンジェルハート
代表 田村 千恵
TEL：080-9252-4972

エンジェルハート
キルト展

8/20（火）～9/29（日）
10:30～20:00

NEWNEW
アンサンブルルーム2のドラムセットを新しくしました!アンサンブルルーム2のドラムセットを新しくしました!

ドラムセット
inアンサンブルルーム2
ドラムセット
inアンサンブルルーム2

さくらホールオープンから16年、ほぼ毎日叩かれ続けてきたアンサンブル

ルーム2のドラムセット…。先日その役割を終え、新しいドラムセットにバトン

を引き継ぎました。これまで本当にお疲れ様でした！

さて、バトンを引き継いだ新人君は、“ヤマハ レコーディングカスタム”君です。

日本が世界に誇るドラマー神保彰氏が“自身のヒーロー”と呼ぶ世界的トップ

ドラマーのスティーブ・ガッド氏が開発に協力したといわれるモデルです。

アンサンブルルーム2のドラムは、女性やドラムレッスンの生徒さんにも使わ

れることから取り回しが良いように比較的小さめのタムセットを選択しまし

たが、バーチ材（樺の木）で作られたその音は、芯が太くパンチがあり、バンド

マンからも好評です。これからどうぞ宜しくお願いいたします！
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パッチワークキルト教室を一関、前沢、北上
など5ヶ所で開催しています。
みなさんとわいわいしながら、生活小物やタ
ペストリーの製作をし、いやしの時間を大切に
しています。今回はお教室の生徒さんの作品
や、私の新しい作品を展示したいと思います。
※コースター作りのレッスンを行う予定です。
お気軽にお問合せください。

旧型解体旧型解体

新型組立後新型組立後

新型準備新型準備

KIDS
コーナー
KIDS
コーナー

代表

☎0197-61-3300

チケット予約専用

☎0197-61-3500

8月

月
刊
さ
く
ら
ホ
ー
ル

VOL.16

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

2019

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9月の利用調整会議 ※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
9月1日（日）18：30から下記の申込の調整を開始します。
●2020年9月の大・中・小ホール（区分利用）　　●2019年10月の大・中ホール（時間利用）
●2019年12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

2019年8月の保守点検日　8月20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）岩手県民会館☎624-1171／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 6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2019年7月29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・税込）

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

8/11
（日） 入場券不要 さくらホールオリジナル盆踊り大会　さくら盆ジュール２０１９ － 参加無料・申込不要 雨天決行

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

8/12
（月・祝）

発売中 
ホール取扱

奥州市出身フルート奏者　リサイタルシリーズ第5弾 
石川深理　Ｆｌｕｔｅ　Ｒｅｃｉｔａｌ　Ｖｏｌ．５　～Ｅｖｏｃａｃｉｏ̓ｎ～ 全席

自由
2,500

高校生以下　1,500 未就学児入場不可
小ホール 開場 14:00 開演 14:30 音楽の森ヴァース(株) TEL 0197-22-6305

8/18
（日）

発売中 
ホール取扱

ペイシェントアクティブびわの会　坂本知穂ピアノコンサート 全席
自由 2,000 2,500 中学生以下無料

（保護者同伴）小ホール 開場 13:00 開演 14:00 ペイシェントアクティブびわの会
(髙橋) TEL 0197-64-0008

8/21
（水）

主催者へお問い
合わせください

玉置浩二　ＫＯＪＩ　ＴＡＭＡＫＩ　ＣＯＮＣＥＲＴ　ＴＯＵＲ　２０１９　『ＬＡ ＶＩＥ』 全席
指定 完売しました 4歳未満入場不可

大ホール 開場 18:00 開演 18:30 ニュース・プロモーション TEL 022-266-7555
(平日11:00～18:00)

8/25
（日）

主催者へお問い
合わせください

第16回岩手県立北上翔南高等学校　器楽部定期演奏会 全席
自由 400 500

中ホール 開場 14:00 開演 14:30 終演 16:00 岩手県立北上翔南高等学校(鈴木) TEL 0197-71-2123

8/26
（月）

発売中 
ホール取扱

歌謡・舞踊の祭典  特別出演：○組（わぐみ）
JAPANESE ENTERTAINMENT  WAGUMI 全席

自由 3,500 4,000 小学生以下無料
中ホール 開場 12:00 開演 12:30 (有)ミキ・プロモーション TEL 090-8788-3839

8/31
（土）

発売中 
ホール取扱

笑いで応援！「志の輔らくご」　立川志の輔独演会２０１９ 全席
指定

1・2階席は完売しました
追加席(3階席)　500

未就学児
入場不可大ホール 開場 12:45 開演 13:30 さくらホール TEL 0197-61-3500

9/1
（日） 入場券不要 第２９回北上市民芸術祭参加　第３４回喜多流北上喜桜会　謡と仕舞の会 全席

自由 入場無料
中ホール 開場 12:30 開演 13:00 終演 15:30 北上喜桜会(平野) TEL 0197-64-2701

9/4
（水）

発売中 
ホール取扱

令和元年度　青少年鑑賞事業　BLACK BOTTOM BRASS BAND LIVE!
一部
自由

一般（３階席）1,000
高校生以下（３階席）500

1・2階席は学校
鑑賞対象の小学生
エリアとなります
未就学児入場不可

大ホール 開場 ①9:40
②13:10 開演 ①10:00

②13:30 終演 ①11:30
②15:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

9/7
（土）

主催者へお問い
合わせください

ベリーダンススクール　エスメラルダ発表会　vol.8 全席
自由 3,500 4,000 未就学児無料

中ホール 開場 13:30 開演 14:00 Esmeralda Belly Dance School TEL 080-5563-9329

9/8
（日）

主催者へお問い
合わせください

第２９回北上市民芸術祭参加　第45回県南地区　ピアノコンサート 全席
自由 500

大ホール 開場 13:00 開演 13:30 岩手県ピアノ音楽協会北上支部
(宍戸) TEL 080-3321-7564

9/8
（日） 入場券不要 金野由香ピアノ教室　発表会 全席

自由 入場無料
中ホール 開場 13:45 開演 14:00 終演 16:00 金野由香 TEL 0197-67-3657

9/15
（日）

主催者へお問い
合わせください

鬼っジョブ　～北上おしごとパーク～　２０１９

－
参加費2,000（事前登録制）
※インターネット申込のみ

http://kidsjob-kitakami.jp

受付開始予定
8月23日午前0時より
対象：小学4年生
～6年生
定員450名

全館 開園 9:30 閉園 15:30 鬼っジョブ実行委員会事務局(平野) TEL 090-8929-6976

9/16
（月・祝）

発売中 
ホール取扱

第８回フラメンココンサート 全席
自由

800
中・高・大学生

400

1,000
中・高・大学生

500
小学生以下無料

中ホール 開場 13:00 開演 13:30 終演 16:00 岩手県フラメンコギター協会 TEL 0198-32-1003

9/16
（月・祝） 入場券不要

親子の防災マルシェ２０１９
10時～、14時～ アウトドア防災ガイド あんどうりす氏による防災講演

午後：防災展示、試食販売、健康チェックなど － 参加無料（予約不要）

※会場にハイハイスペー
スやおもちゃを用意して
おります。
※屋外では災害救援車
両の展示などを予定して
おります。小ホール他 10:00～16:00 いわてＮＰＯ-ＮＥＴサポート内

親子の防災マルシェ窓口 TEL 0197-61-5035
(平日10:00～17:00)

9/21
（土）

主催者へお問い
合わせください

第２９回北上市民芸術祭参加　秋の演奏会 全席
自由 400 500

大ホール 開場 14:30 開演 15:00 終演 18:00 北上地区高等学校音楽連盟
(黒沢尻北高等学校・高橋) TEL 0197-63-2181

9/21
（土） 入場券不要 堀内加代子ピアノ教室　発表会 全席

自由 入場無料
中ホール 開場 13:40 開演 14:00 終演 16:00 堀内ピアノ教室 TEL 090-5595-1316

9/22
（日） 入場券不要

北上市立南中学校吹奏楽部　第２９回定期演奏会 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 14:30 開演 15:00 終演 17:00 北上市立南中学校(鈴木) TEL 0197-67-4318

9/22
（日）

発売中 
ホール取扱

モコの夜はこれから！　600th Anniversary BAR IS OPEN！ 全席
自由 5,000 5,500 ドリンクフリー

小ホール 開場 17:00 開演 17:30 モコの夜はこれから!企画室(橋本) TEL 0197-64-1745

9/23
（月・祝）

主催者へお問い
合わせください

第２９回北上市民芸術祭参加　北上合唱連盟　第２６回きらめきコンサート 全席
自由 500 高校生以下無料

大ホール 開場 13:00 開演 13:30 終演 16:00 北上合唱連盟(軽石) TEL 080-1839-5770

9/23
（月・祝） 入場券不要

北上市立和賀東中学校吹奏楽部　ありがとうコンサート 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 13:00 開演 13:30 終演 15:00 北上市立和賀東中学校(門脇) TEL 0197-73-5106

9/24
（火）

発売中 
ホール取扱

★豪華！夢の競演★　兄弟演歌コンサート！
★ビッグ3★　鳥羽一郎　山川豊　田川寿美（スペシャルゲスト） 全席

指定 S席 5,800
大ホール 開場 17:30 開演 18:00 (有)オカダ・プランニング TEL 0225-22-0934

9/28
（土）

主催者へお問い
合わせください

ＪＡ共済連岩手ＰＲＥＳＥＮＴＳ　「胎教コンサート」
～尾木直樹先生による子育て講演会＆ハナミズキ室内合奏団による三重奏～ 全席

自由 入場無料（要申込） 申し込み資格：現在妊娠さ
れている方とその同伴者様

大ホール 開場 12:30 開演 13:00 終演 16:00
株式会社東日本朝日広告社内

ＪＡ共済連岩手ＰＲＥＳＥＮＴＳ
胎教コンサート事務局

TEL 019-623-6475

9/29
（日）

発売中 
ホール取扱

おかあさんといっしょ　ガラピコぷ～がやってきた！！ 全席
指定 2,700 3,000 1歳以上有料

1歳未満膝上無料大ホール 開場 ①12:30
②15:00 開演 ①13:00

②15:30 終演 ①14:00
②16:30 ｢ガラピコぷ～｣北上公演事務局 TEL 0800-800-9655

(平日10:00～16:00)

9/29
（日）

発売中 
ホール取扱

第２９回北上市民芸術祭参加　第４１回北上市民謡まつり 全席
自由 1,000 高校生以下無料

中ホール 開場 9:00 開演 10:00 終演 15:00 北上市民謡舞踊連絡協議会(瀬辺) TEL 0197-67-4224

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
8/19（月）18:00～20:00
※参加料500円、定員8名
※良質な音響でヒット曲を歌います。
●オカリナ体験サロン
8/26（月）15:30～17:00
※参加料400円、定員8名
※みんなで簡単な曲を合奏します。
●ボードゲームサロン
8/26（月）19:00～20:30
※参加料200円、定員10名
※話題のカードゲームで遊びましょう。
主催・申込み NPO法人芸術工房

電話：0197-64-7567

8/12（月・祝）8/12（月・祝）
奥州市出身フルート奏者リサイタルシリーズ第5弾

石川深理 Flute Recital Vol.5
～Evocacio̓n～
貸館　発売中 
小ホール
開場14:00
開演14:30
全席自由
一般2,500円
高校生以下1,500円
※未就学児入場不可

発売中

8/26（月）8/26（月）
歌謡・舞踊の祭典
特別出演：○組（WAGUMI）
貸館　発売中 
中ホール
開場12:00
開演12:30
全席自由
前売3,500円
当日4,000円
※小学生以下無料

発売中

8/18（日）8/18（日）
ペイシェントアクティブびわの会
いのち紡ぐピアノ～そしてポーランド
坂本知穂ピアノコンサート
貸館　発売中
小ホール
開場13:30
開演14:00
全席自由
前売2,000円
当日2,500円
※中学生以下無料（保護者同伴）

発売中

第58回北上みちのく芸能まつり
貸館　発売中
大ホール
8/3（土）8/3（土）
民俗芸能公演
風流の饗宴
～みちのくの念仏剣舞の系譜～
開場11:30
開演12:00
全席自由
前売1,500円
当日2,000円
※未就学児無料
8/4（日）8/4（日）
鬼剣舞全演目公演
開場12:30
開演13:00
全席自由
前売1,000円
当日1,500円
※未就学児無料

発売中
おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～がやってきた!!
共催　発売中　大ホール
1回目　開場12:30
　　　  開演13:00
2回目　開場15:00
　　　  開演15:30
全席指定
前売2,700円
当日3,000円
※1歳以上有料、
　1歳未満膝上鑑賞無料

英国女王陛下の近衛軍楽隊
主催　発売中
大ホール
開場13:15
開演14:00
全席指定
S席7,600円
A席6,500円
B席5,500円
高校生以下3,000円

（3階席限定150席）
※ペア各500円割引
※未就学児入場不可

｢みいつけた！ステージでショー｣
NHK公開収録
共催　受付中　　大ホール
1回目　開場10:30　開演11:30　終演予定12:30
2回目　開場14:00　開演15:00　終演予定16:00
全席指定　入場無料　※観覧申し込みが事前に必要です
出演：コッシー、スイちゃん、サボさん、オフロスキーほか
放送予定：未定　※決まり次第ホームページ等でお知らせします
観覧申し込み方法
以下のNHKホームページの専用フォームからお申し込みください
ホームページ：http://www.nhk.or.jp/morioka/http://www.nhk.or.jp/morioka/
締め切り日時：9/9（月）23:59
◆◆ご入力いただく事項◆◆
①名前 ②メールアドレス ③郵便番号・住所
④電話番号⑤年齢 ⑥希望公演回（1回目・2回目）
⑦観覧希望人数(最大4人まで・1歳以上のお子様から人数に含む)
※詳細は上記URLをご覧ください

主催：NHK盛岡放送局、北上市、一般財団法人北上市文化創造
問い合わせ：NHK盛岡放送局　TEL019-626-8811　平日9:30～18:00
北上市まちづくり部生涯学習文化課　TEL0197-72-8304（直通）平日8:30～17:15
さくらホールTEL0197-61-3300　9:00～22:00※8/20を除く

きたかみサロン音楽会
2019-2020（3公演）

Vol.1　新倉瞳（チェロ）・佐藤卓史（ピアノ）
ふたりのソリストの響演
～しなやかで清らかなチェロ、優美で繊細なピアノ
Vol.2　森岡有裕子（フルート）・森岡聡（ヴァイオリン）
～姉弟が描く、フランスとドイツの風景～
Vol.3　立花正子（ソプラノ）
～ときめきのソプラノ、歌のひととき、オペラへの誘い～

Vol.1・Vol.2　開場18:30　開演19:00　Vol.3　開場13:30　開演14:00
主催　発売中　　小ホール　全席自由
各公演　　　一般1,650円　高校生以下1,100円
3公演セット　一般3,300円　高校生以下2,970円
※未就学児入場不可

さくらホールチケット予約専用ダイヤル   TEL.0197-61-3500   AM9:00〜PM9：00  年中無休

インターネットチケットサービス   http://www.sakurahall.jp/ticketyoyaku.php

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］岩手県民会館、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）

1/28
（火）

2020

2/16
（日）

2020

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
第58回北上みちのく芸能まつり　トロッコ流しと花火の夕べ
展勝地公園　花火駐車場　1区画4.9m×2.3m(観覧入場券4枚付き) 8/4（日）北上川河川敷（珊瑚橋下流）

前沢ふれあいセンター開館30周年記念イベント
0歳から親子で楽しめるコンサート　音楽の絵本　JIVE 8/10（土）前沢ふれあいセンター

小林ゆうこ音楽教室発表会　PLAY JAZZ Vol.6 8/10（土）盛岡市・プラザおでって
2019年度松竹特別公演「蘭」　緒方洪庵浪華の事件帳 8/18（日）前沢ふれあいセンター
安堯燦（YO CHAN AHN）・外川千帆(CHIHO TOGAWA)　リートリサイタル 8/30（金）岩手県民会館
ラテンmusicaフェスタin金ケ崎　遠クテ近イ国。 8/31（土）金ケ崎町中央生涯教育センター
天満敦子　クラシックコンサート2019 9/1（日）胆沢文化創造センター
チームラボ★学ぶ！未来の遊園地 　　　　　　　　　　　　9/14（土）～11/4（月）イオンタウン釜石
いわてJAZZ2019 9/15（日）岩手県民会館
ハインツ・ホリガー≪80歳記念≫ハインツ・ホリガーと仲間たち 10/4（金）盛岡市民文化ホール（マリオス内）
イ・ムジチ合奏団　イ・ムジチの四季 10/5（土）奥州市文化会館（Zホール）
第16回チャイコフスキー国際コンクール優勝者ガラ・コンサート 10/7（月）岩手県民会館
中村勘九郎　中村七之助　錦秋特別公演2019 10/9（水）岩手県民会館

託児

託児
9/29
（日）

10/13
（日）

10/20
（日）

10/30
（水）

発売中

受付中

発売中

発売中

2019/10/30(水)
2020/1/28(火)
2020/2/16(日)
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