
撮影風景～ライブが出来上がるまで～撮影風景～ライブが出来上がるまで～

にぎわいフェスにぎわいフェス
さくらパークプロジェクト 11月3日（火・祝）朝から夜まで

さくらホールのフリースペース「さくらパーク」で開催
「さくらパーク」がにぎわいにあふれる1日です

イベントプログラムは決定次第ホームページに掲載します
出演・出店・参加したい人、スタッフをやりたい人
詳しくはお問い合わせください

募
集
中

主　催・問合せ先：さくらパークプロジェクト実行委員会

さくらパークプロジェクトとは
さくらホールのフリースペース「さくらパーク」ににぎわいを創るプロジェクトです。
今年 2 月に、皆さんからお寄せいただいたフリースペースでの「やりたい事」を、さくらホールミーティングで検討を重ね、そのメンバーが
委員となり「さくらパークプロジェクト」が生まれました。アンケートで寄せられた意見や、新しいアイディアも取り上げ、お祭りのような
「にぎわいフェス」と、小さなイベント「にぎわいフェア」を企画・実施していきます。
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演奏やダンスの
パフォーマンスは
もちろんあり!!

参加型
イベントも
やろうよ！

生演奏の
ラジオ体操♪

さくらホール
謎解き大会？

毎年秋にさくらホールで開催されてきた、小学生向け職業体験イベント「鬼っジョブ北上おしごと
パーク」ですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、中止となってしまいました。その代わ
り「鬼っジョブ北上おしごとチャンネル」が開設され、大人が仕事をしている様子を動画で撮影し、
YouTube チャンネルで配信されます。もちろん、さくらホールも参加しました。
さくらホールは2016年から舞台技術体験ブースを出展し、毎年多くの子ども達に、舞台機構、照明・

音響機器を直接操作する、特別な体験を楽しんでもらってきました。私どもは、この中から未来の舞
台人が生まれれば…という願いを持ちながら、取り組んできています。
さて、動画の内容ですが、バンドライブが行われるまでの流れを、打合せから仕込み風景、本番ま

できっちり撮影し、仕事の流れが分かりやすく紹介されています。撮影は7時間の長丁場となりました。
小学生はもちろん、将来舞台のお仕事についてみたい方、ライブが出来るまでの流れに興味のある

方など、ぜひご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL→http://kidsjob-kitakami.jp/

「鬼っジョブ北上おしごとパーク」とは
子どもの職業体験をテーマとし、小学校 4・5・6 年生を対象としたイベント。東京にある「キッザニア」のような場を北上でも！とい
う思いから始まり、2013 年から鬼っジョブ実行委員会※により開催。毎年、募集するとすぐに定員に達してしまう人気振り。令和元年
には内閣府特命担当大臣表彰を受賞するなど、内外から評価されているイベント。
　※（公社）北上青年会議所、タウンラボ・きたかみ、のメンバーで構成

に参加しましたに参加しました

①打合せ ②照明仕込み ④機材セッティング③舞台設営・楽器搬入

⑤リハ・音響と照明の調整 ⑦本番⑥リハ終了・スタンバイ

きたかみサロン音楽会2020-2021
小ホールで上質なクラシック音楽を味わうサロン音楽会シリーズ
国内外の実力派アーティストと作るオリジナルの「お話付きコンサート」

10/4（日）9:00～チケット発売各公演 100人限定

10/4（日）9:00～チケット発売

11/3（火・祝）9:00～チケット発売

Vol.1　12月20日（日）　　　　山本　奈央　オカリナコンサート

Vol.2　2021年1月23日（土）　 佐藤　采香　ユーフォニアム・リサイタル

Vol.3　2021年2月23日（火・祝）野尻小矢佳　新KOROGIマリンバお披露目リサイタル
◇全公演共通◇
会場：小ホール／開場13:30　開演14:00／全席自由　一般1,650円　高校生以下1,100円
※未就学児入場不可（新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本公演における予約制託児サービスはしておりません）

山本奈央 佐藤采香 野尻小矢佳

みんなーと　おたがいさま LIVE
金管五重奏 Buzz Five（バズファイブ）
～ぐるり360°どこでもどうぞコンサート
11月14日（土）　会場：小ホール／開場13：00　開演13：30／全席自由
上演時間：60分予定・休憩なし／だれでも770円（3歳以上）・ペア券 1,500円
※３歳未満のお子様は１人１枚の無料整理券が必要です。
※ペア券はさくらホールのみの取り扱いです。

さくらホールしょうげき！公演
幼児初めての舞台鑑賞事業
ライブペインティングパフォーマンス「三本の手のスケルツォ」
12月28日（月）　ワークショップ「せかいの色はどんな色？」
会場：中ホール　1回目11：00～　2回目14：00～／1人500円
12月29日（火）　テアトロ・インプロヴィーゾ「三本の手のスケルツォ」
会場：中ホール　1回目　開演11：00　2回目　開演14：00
全席自由／おとな1,430円　子ども（3歳～中学生）770円　大小ペア券2,000円　3歳未満は大人1人につき1人まで膝上無料（要整理券）
【出演者・スタッフ】　　構成／演出／出演：ダリオ・モレッティ　　ピアノ演奏：並河咲耶

オカリナとはどんな楽器？
手のひらサイズでまるっとしていて、ほのぼのとした音色が特徴です。オカリナ発祥の地イタリアでは「オカリーナ」と発音します。
北イタリアのお菓子職人さんが、原始時代から存在する土笛に西洋音階（ドレミ～）が吹けるまで改良したものを作り、オカリーナ
（小さなガチョウ）と名付けたそうです。諸説ありますが、吹き口がくちばしの穴に似ていることが由来とか…。近くの川で採れる土
を使って、お菓子を焼いていた窯でオカリナが誕生したなんて、かわいらしいエピソードですね。

コンサートやお芝居を楽しみたいけれど、体調や気持ちの具合で最初から最後までずっと静かに
座っているのがむずかしい。ちいさなこどもといっしょに鑑賞したい。車椅子のまま鑑賞したい。
ご心配なく！！静かに出入りOKです！！ずっと集中できなくても、「おたがいさま」の気持ちで、
楽しく鑑賞しませんか。

事前ワークショップ「せかいの色はどんな色？」（60分）
不思議な言葉（イタリア語）を話すおじさん（アーティスト）の語りかけに合わせて、大きなキャンバスに自分の
場所を見つけながら、周りのお友達と一緒に一枚の絵を描き上げる、ハイセンスなお絵かき遊び。
テアトロ・インプロヴィーゾ「三本の手のスケルツォ」（45分）
スクリーンにイタリア人のアーティストによるおもしろい絵や不思議な影絵が描かれ、ピアノの生演奏と
ライブペインティングが目の前で生まれる、ライブ感たっぷりのパフォーマンス！小さな子供だけでなく、
大人も不思議な世界に釘付けに。

ヤマモト　　　ナオ

（ギター：志野 文音）
シノ　アヤネ

シミズ ハツミ
（ピアノ：清水 初海）

サトウ　　　アヤカ

ノジリ　　サヤカ

 3公演セット
一般3,300円

高校生以下2,970円

ワークショップ

発行者：一般財団法人北上市文化創造

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

2020

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

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。

2020年11月の利用調整会議 ※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
11月1日（日）18：30から下記の申込の調整を開始します。
●2021年11月の大・中・小ホール（区分利用）　　●2020年12月の大・中ホール（時間利用）
●2021年2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

　さくらホールのバリアフリー

　営業時間・保守点検日のご案内

2020年11月の保守点検日  11月17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

・車椅子（6台）
エントランス（正面玄関）にご用意しています。
ご自由にお使いいただけます。（予約不要）

・人にやさしい駐車場（13台）　　・多目的トイレ、オストメイトトイレ
・盲導犬、介助犬、聴導犬の同伴可　・赤ちゃん休憩室



10/10（土） 9：00～　受付開始

TEL：0197-65-5255
桜都
お　　　と

Art cafe

さくらホール館内レストラン

営業時間：10：30～20：30　定休日：月曜日

コンサート用グランドピアノ2台を大ホール舞台で弾き比べできます。
人気イベントにつき、9・10月の回は定員に達しました！申込はお早めに！

当館が誇るピアノ「ファツィオリ」の音色を是非ご体感ください。

みんなのサロンみんなのサロン
誰でも参加できます。

新型コロナ感染防止対策のため、
予め予約をお願いします。

●オカリナ体験サロン
10/13・27（火）15:30～17:00
場所：トレーニングルーム
参加料：400円、定員：8名
持ち物：オカリナ（体験用有り）
※みんなで簡単な曲を合奏します。

●カラオケ体験サロン
10/13・27（火）18:00～20:00
場所：トレーニングルーム
参加料：500円、定員：8名
※良質な音響でヒット曲を歌います。

主催・申込み：ＮＰＯ法人芸術工房
電　話：0197-64-7567
メール：info@g-kobo.net

オープンピアノDAY 2020

１時間 3,000円（当日精算）■参加料
※複数名でのご利用が可能です。（５名以内）　※レッスンの場合には先生から別途3,000円頂戴します。
※追加料金なしで録音ができます。（１時間とりっぱなし）

●１人１日１時間までのご予約となります。●ピアノの調律は行いません。●ピアノは並行に並べ、移動はできません。

ファツィオリF278
ヤマハＣＦ

11/9
（月） 10：00～21：00

ファツィオリF278
ヤマハＣＦ

11/9
（月） 10：00～21：00

ファツィオリF278
スタインウェイD-274

12/19
（土） 10：00～21：00

ファツィオリF278
スタインウェイD-274

12/19
（土） 10：00～21：00

チケット
種類
受取方法

支払
方法・場所

支払
方法・場所

予約方法①

予約時に
オンラインクレジット決済

受取時にファミリーマートで
現金支払い

受取時にさくらホール窓口で
現金支払い
クレジット決済

クロネコヤマト宅急便コレクト
ご自宅など指定の場所に発送

受取時に現金で支払い 〈紙チケット〉
受取時にファミリーマートで
現金支払い

受取時にさくらホール窓口で
現金支払い
クレジット決済

オンラインチケットサービスで予約（24時間OK）
インターネットチケットサービスに登録　https://yyk1.ka-ruku.com/sakurahall-s/showList

予約方法② さくらホール窓口・電話での予約 （9：00～21：00）

チケット購入方法について

チケット購入サービスが新しくなりました！

子どもの舞台芸術体験事業子どもの舞台芸術体験事業子どもの舞台芸術体験事業

無料体験受付中無料体験受付中無料体験受付中 1人1回まで無料です！
お気軽においでください。
1人1回まで無料です！
お気軽においでください。
1人1回まで無料です！
お気軽においでください。 ZOOMオンライン配信も実施しますZOOMオンライン配信も実施しますZOOMオンライン配信も実施します

キッザート2020キッザート2020キッザート2020

一般財団法人北上市文化創造職員募集について
下記の内容で、職員を募集します。

〈令和2年10月4日より適用〉

購入金額
3万円未満
3万円以上

お問い合わせ　さくらホール　TEL：0197－61－3500　E-mail：ticketinfo@sakurahall.jp

送料・手数料
1,100円
1,500円

〈電子チケット〉
スマートフォン等に
ダウンロード

（公演当日に機器を持参）

手数料130円/1枚あたり

予約時の「支払番号」を
持参し、ファミリーマートで
支払い時に受取り
〈紙チケット〉

手数料242円/1枚あたり

さくらホール窓口で
支払い時に受取り
〈紙チケット〉

無　料

ファミリーマートで受取り
〈紙チケット〉

手数料132円/1枚あたり
お客様負担
発券手数料
（税込）

雇  用  形  態：一般職員（正職員）
職  務  内  容：舞台技術担当
採用予定人数：1人
採用予定時期：令和3年4月1日
応  募  資  格：・令和3年4月1日現在60歳未満の者

・性別不問／日本国籍

・高等学校卒業以上、且つ舞台技術業務に3年以上
従事した経験を持つ者
・採用後、北上市または近隣市町村に居住できる者
・普通自動車第一種運転免許以上を所持している者
・パソコンの基本操作ができること
（Word・Excel・メール等）

年長児から小学6年生までの子どもたちを対象とした体験事業です。子どもたちの考える力、表現力を育む
ことが目的のプログラムです。月に2回のアーティスト先生との楽しい時間を通じて、子どもたちの様々な能
力が育ちます。キッズ+アートでキッザート！個性豊かな子どもたちが元気に楽しく活動しています。

年長児から小学6年生までの子どもたちを対象とした体験事業です。子どもたちの考える力、表現力を育む
ことが目的のプログラムです。月に2回のアーティスト先生との楽しい時間を通じて、子どもたちの様々な能
力が育ちます。キッズ+アートでキッザート！個性豊かな子どもたちが元気に楽しく活動しています。

2018年度2018年度2018年度

2019年度2019年度2019年度
対 象　5歳児（年長）～小学6年生
日 程　毎月2回（ダンス1回、うた1回）、火曜日
時 間　うたクラス　  全員　　　　  17:00～18:30

ダンスクラス  5歳児～3年生  16:30～17:30
4年生～6年生  17:30～18:30

対 象　5歳児（年長）～小学6年生
日 程　毎月2回（ダンス1回、うた1回）、火曜日
時 間　うたクラス　  全員　　　　  17:00～18:30

ダンスクラス  5歳児～3年生  16:30～17:30
4年生～6年生  17:30～18:30

さくらホール会場での参加　1人4,000円（税込）
※きょうだい割引で下のお子さんは半額です。
※楽譜やTシャツなど別途費用があります。（1,500円程度）

リモートでの参加（ZOOM）  無料
申 込 方 法　10/13（火）の講座初日から受付開始

※申込書と参加費をさくらホール窓口にご持参ください。
※申込書はホームページからダウンロードできます、
　またお送りすることもできます。

さくらホール会場での参加　1人4,000円（税込）
※きょうだい割引で下のお子さんは半額です。
※楽譜やTシャツなど別途費用があります。（1,500円程度）

リモートでの参加（ZOOM）  無料
申 込 方 法　10/13（火）の講座初日から受付開始

※申込書と参加費をさくらホール窓口にご持参ください。
※申込書はホームページからダウンロードできます、
　またお送りすることもできます。

・選考方法
・勤務条件
・応募方法　等
については、
さくらホール
ホームページを
ご覧ください

予約から2週間以内
期限を過ぎても、自動キャンセルにはなりません。必ずご連絡ください。

料金が変わりました

NEW
！

NEW
！

NEW
！

NEW
！

NEW
！

NEW
！

さくらホールでは主催事業について、クレジット決済やコンビニ受取などの機能を強化したオンラインチケットサービスを開始します。

さくらホールでの
新型コロナウイルス
感染症対策について

・ 発熱や咳などの症状がある方のご入館はご遠慮ください。
・ 入館の際には、マスクをご着用ください。
・ ３密（密閉・密集・密接）回避にご協力ください。
・ 不特定多数でのご利用はご遠慮ください。必ず参加者の連絡先を把握してください。
・ さくらホールの換気は、定められた基準に従い適切に行なっております。安心してご利用ください。

駐車場混雑緩和のため、相乗り・公共交通機関のご利用をお願いします。

国・県・市の方針に従いながら開館しておりますが、状況が刻々と変わりますので、ホームページでご確認いただくか、電話などでお問い合わせください。
皆様が安全にご利用いただけるよう、今後も対応してまいります。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

※ 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2020年9月28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

10/10
（土）

主催者へお問い
合わせください

北上市立南中学校吹奏楽部　第３０回定期演奏会 一部
指定

入場無料
（整理券あり）

関係者のみ
対象となります。大ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 北上市立南中学校(鈴木) TEL 0197-67-4318

10/11
（日）

整理券
配布中 
ホール取扱

北上市立上野中学校吹奏楽部　第36回定期演奏会 全席
自由

入場無料
（整理券あり）

関係者のみ
対象となります。大ホール 開場 12:30 開演 14:00 終演 16:00 北上市立上野中学校(柿沢) TEL 0197-64-5371

10/17
（土）

主催者へお問い
合わせください

第３０回北上市民芸術祭参加　第５６回秋の演奏会
全席
指定

400
※10月上旬より参加各校で
販売（ただし支払いは当日）

体調不良の方、
マスクの着用がない方の
入場はご遠慮ください。大ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 15:40 北上地区高等学校音楽連盟

(北上翔南高等学校・鈴木) TEL 0197-71-2123

10/23
（金）～
25（日）

主催者へお問い
合わせください

第43回岩手県高等学校総合文化祭　第46回岩手県高等学校演劇発表大会
全席
自由

入場無料
※一般公開なし

関係者のみ
参加となります。中ホール 開場

23日12:30
24日9:40
25日9:40

開演
23日13:00
24日10:00
25日10:00

終演
23日17:30
24日17:20
25日16:45

岩手県立大船渡高等学校(多田) TEL 0192-26-4306

10/24
（土） 入場券不要

ＮＨＫ文化センター北上教室　シャンソン＆ポピュラーソング講座　第12回　おさらい会 全席
自由 入場無料 マスク着用で

ご来場ください。小ホール 開場 12:30 開演 13:00 NHK文化センター TEL 0197-61-2033

10/29
（木）

主催者へお問い
合わせください

令和２年度　岩手県暴力団追放県民大会 北上市安全・安心まちづくり大会 一部
指定

入場無料
（整理券あり）大ホール 開場 13:00 開演 13:30 終演 16:00 北上市地域安全推進市民会議事務局 TEL 0197-72-8301

11/1
（日）

主催者へお問い
合わせください

プロじゃないよアマチュアだよ全員集合スペシャル （チャリティーバンドライブ） 全席
自由 入場無料 地方の方

限定となります。中ホール 開場 11:45 開演 12:00 終演 16:00 オフィシャル石井 TEL 090-3754-4121

11/3
（火・祝）

主催者へお問い
合わせください

第３０回北上市民芸術祭参加　専修大学北上高等学校吹奏楽部　第５５回定期演奏会 全席
指定 600 未定 未就学児入場無料

大ホール 開場 ①12:30
②16:30 開演 ①13:30

②17:30 終演 ①15:40
②19:40 専修大学北上高等学校(安藤) TEL 0197-63-2341

11/12
（木）

主催者へお問い
合わせください

岩手県立中部病院　市民公開講座 全席
指定

入場無料
（要入場整理券）

マスク着用で
ご参加ください。中ホール 開場 14:00 開演 15:00 終演 16:30 岩手県立中部病院(及川 誠) TEL 0197-71-1511

11/14
（土） 入場券不要

第３０回北上市民芸術祭参加　第３５回マンドリンコンサート 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 18:00 開演 18:30 終演 21:00 北上マンドリンアンサンブル(菊池) TEL 090-6454-3210

11/15
（日） 入場券不要

第３０回北上市民芸術祭参加　第４７回謡と仕舞の会 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 12:30 開演 13:00 北上能楽連合会(髙橋設計内・髙橋) TEL 0197-64-6161

11/30
（月）

発売中 
ホール取扱

広田智之 × 大萩康司　デュオコンサート 全席
自由

3,500
高校生以下 2,000中ホール 開場 18:15 開演 19:00 終演 21:00 実行委員会(遠藤) TEL 090-6259-8026

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
わらび座ミュージカル「ジパング青春記～慶長遣欧使節団出帆～」 10/18（日）釜石市民ホールTETTO
名取裕子みちのく巡礼話芸劇場～長部日出雄「津軽世去れ節」より～ 11/1（日）釜石市民ホールTETTO
岸上穣ホルン・リサイタル～ピアニスト青島広志を迎えて～ 11/23（月・祝）釜石市民ホールTETTO
かこさとしの世界展 12/12（土）～1/31（日）盛岡市民文化ホール（マリオス内）


