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んあつまれ！赤ちゃ
んあつまれ！

12/1
（日）

11/30
（土）

12/1
（日）

大ホール
開場12：30
開演13：00
入場無料

北上市内各地域の
自慢が大集合

２日間、さくらホールは
たのしみでいっぱい！
２日間、さくらホールは
たのしみでいっぱい！

さくらホ
ールの

にぎわ
い

12/1
（日）

16:15〜
サテライトスタジオ前
特設ステージ

ここに集まったひと
みんなで
パーティー！

10周年

アニバー
サリーパ

ーティー

さくらホールフェスタありがとうの２Ｄａｙｓ

12/1
（日）

さくらホール開館10周年記念
さくらホールフェスタありがとうの２Ｄａｙｓ
“サクラミクスはおもてなしで倍返し！さくらホールにいつ来るの？今でしょ！！じぇじぇじぇ～！！！”

11/30
（土）

11/30
（土）

”志の輔らくご”で
10周年を彩る！！

大ホール
開場13：00 開演13：30
全席指定 一般3,500円
※1階、2階席限定

 『立川
志の輔

』独演会

10周年の、
その先へ。

中ホール
小ホール
ファクトリー
共有ゾーン

樹里咲穂（歌）
（元宝塚歌劇団 月組）
海宝直人（歌）
（元劇団四季）

森俊雄（EL）

ゲスト

樹里咲穂 海宝直人

ざ・バラ
エティー

ショー

10:00
〜21:00

10:00
〜16:00

P1～2

公演案内
●さくらホール開館10周年記念
　さくらホールフェスタありがとうの2Days
●「立川志の輔」 独演会
●ブラザーブラザー
●きたかみサロン音楽会2013
P3

公演案内
●ファイナルライブ出演者大募集中
●第8回春季全国高等学校演劇研究大会
　フェスティバル2014
●北上市民劇場を盛り上げる会
　「やっぺし」参加者大募集！
●貸館公演紹介
P4

サテスタ日記
●公開間近！！ブラザーブラザーのインタビュー。
突撃 さくら～マンがゆく！
●vol.8 無線LAN（Wi-Fi）環境の巻
Café＆Restaurant Bib
●今月の新メニュー
スポンサーさんこんにちは！
●vol.46 海の雫
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
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

各スポンサーのお知らせ

color : Capucine（カピュシーヌ）
詳しくは次ページから！

※点字版情報誌・パンフレットも
　ご用意しています。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。

保守点検日の為休館
11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。

■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
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見るもの
聴くもの

第九演奏会ダイジェストビデオ上映会：さくらホール
ＳＳＳＳサクラ・シンフォニック・スーパー・セレクション（市内吹奏楽団合同演奏）
：北上吹奏楽団・北上ウインドアンサンブル・アンサンブルソノリテ
イルミネーションライブ：芸術工房
〈出演者〉佐々木きわ子お琴教室日本郷土民謡協会北上本部（津軽三味線）
ダンスコレクション（各ジャンルのダンス）：スタジオボール（ストリート）・
ナネアプアラニ（フラ）・フラオハナ（フラ）・コントローラー（ストリート）・
Shukr（ベリーダンス）
パフォーマンス：ピエロの会・北上アマチュアマジッククラブ
ミニコンサート：北上ベルハーモニー・北上ゴスペルクワイア
昔ばなし：ふるさと北上民話研究会

P2

みんなで歌ってハッピーバースデー♪
10周年記念レリーフ序幕
来場いただいたお客様へのお楽しみ企画などなど

特設ステージで行われる、アニバーサリーパーティーへ参加いただき
ます。参加した方にはバースデープレゼントがありますよ！
応募できる人 平成15年11月24日～30日生まれの方
申込み 11月20日（水）までにさくらホールへ（電話申込可）

さくらホールの舞台裏をご案内します。
今回は、次の日に大ホールで行われるバラエティーショーの準備の
様子を覗きます。ショーが作られるまでの秘密が明らかに！
※大人の方が対象の内容ですが、一緒にお子さんの参加もOK
開催日時 11月30日（土）18：30～20：00
申込方法 11月1日（金）9：00～ 
 電話またはさくら ホール窓口まで
 ※当日受付枠を用意しています。

11/30
（土）

主催

発売中

大ホール
開場13：00 開演13：30
全席指定 一般3,500円

12/1
（日）

大ホール 開場12：30 開演13：00 入場無料

12/1
（日）

12/1
（日） 16:15（ざ・バラエティーショー終演後）

サテライトスタジオ前特設ステージ

２日間とも、おいしいものコーナー（各種出店）を開催。このほかにも、楽しいことがまだまだたくさん待ってます！

さくらホール開館10周年 岩手復興応援＆ＩＢＣ岩手放送開局60周年記念           
『立川志の輔』独演会落語 託児あり

（要予約）

託児あり
（要予約）

きたかみサロン音楽会2013 （３回シリーズ）
クラシック

主催

発売中

平成25年度文化庁劇場・
音楽堂等活性化事業

Vol.2  長富彩ピアノコンサート
～ホロヴィッツとの対話～髙木裕によるおはなし付

江口心一

Vol.3 江口心一 チェロ・リサイタル 
開場18:30 開演19：00 小ホール 
一般1,500円 高校生以下1,000円

2/7
（金）

開場18:30 開演19：00 小ホール
一般1,500円 高校生以下1,000円

12/9
（月）

小ホールの間近な空間で演奏家の話付き、気軽なお値段で楽しむ極上の時間。
クラシック音楽初心者の方から、クラシック音楽ファンの方までどなたでも楽しめます。

・ショパン ポロネーズ 第6番 変イ長調「英雄」Op.53
・ラフマニノフ 絵画的練習曲《音の絵》より
・スカルラッティ ソナタ ロ短調 K.87（L.33）
 ソナタ ホ長調 K.380（L.23）　他

プログラム
（予定）

・ドビュッシー／チェロソナタ
・フォーレ／エレジー
・ポッパー／妖精の踊り
・クライスラー／中国の太鼓 他

パリ国立高等音楽院で一等賞（プルミエ・プリ）を獲得した江口さんの演奏はやわらかく
鳴る弦が美音を奏でます。フランス流の「エアー」を感じられる演奏にご期待ください。

託児あり
（要予約）

11/15
（金）

脚本はTOKYO FMの大人気ドラマ「ON THE WAY COMEDY 道草」を手掛けた川上徹也、演出は「世界ふしぎ発見！」を立ち
上げた中谷直哉。クリエイターとして大活躍の二人のタッグが演劇界に新しい風を巻き起こします。テレビでは味わえない、活き活きと
した生の演劇を存分にお楽しみください！

さくらホール開館10周年記念 株式会社システムベース創立40周年記念
Doris&Orega Collection Vol.7 ブラザー ブラザー 
■作：川上徹也 ■演出：中谷直哉（テレビマンユニオン）

絶対見逃せない！テレビや映画では体験できない豪華キャストとの迫力のライブ感！

当館のみのオリジナルメンバーによる迫力満点のライブをお楽しみに！

☆ディナー席（1階席1列目～4列目にセッティングされたテーブル席）

ホテルシティプラザ北上の「特製ディナー＋ドリンク2杯」付き。

別途ドリンクの注文が可能。

※お食事はディナータイムと休憩時間に、

　演奏中はドリンクサービスのみご利用できます。

☆一般席（1階席5列目～18列目の通常指定席）

軽食はロビーに会場にある「フード＆ドリンクコーナー」をどうぞ！

※ディナータイムと休憩時間に飲食を楽しむことができます。

　（開演中は客席での飲食はできません）

ディナー席、一般席について
ステージの目の前で、ライブを鑑賞！ 音響にこだわった大ホールでライブを

渡辺香津美
（ギター）
日本のトップギタリスト
様々なジャンルの
音楽を弾きこなす

沖仁
（フラメンコギター）
スペインの情緒
あふれる、独自の
即興演奏

NAOTO
（ヴァイオリニスト）
次世代を代表する
人気アーティスト

ヤヒロトモヒロ　
（パーカッション）
世界の打楽器に
精通し、縦横無尽に
演奏する

主催

発売中

演劇

大ホール 開場18：30 開演19：00
全席指定 5,500円（ペア券は各500円割引）
共同主催：めんこいテレビ　協賛：株式会社システムベース

プログラム
（予定）

巨匠として一時代を築いたホロヴィッツの音の好みや調律の妙を、実演とと
もに髙木氏が語り、大胆さと繊細さがを併せ持ち世界各国でリサイタルを開
催している人気新人ピアニスト、長富彩の演奏で奥深い世界に誘うコンサー
トです。使用するピアノは1887年製ニューヨークスタインウェイ。当時、幾台もの
ピアノの中からニューヨークのカーネギーホールのグランドオープン用に選ば
れ、長い間世界中の巨匠達の手で奏でられていました。その後、紆余曲折を
経て日本に渡り、今回さくらホールに満を持して登場いたします。

西村雅彦
（長男役）

飯島直子
（長女役）

長谷川朝晴
（三男役）

本多力（ヨーロッパ企画）
（三男の友達）

上地春奈
（長男の嫁）

デビット伊東
（長女の夫）

安田顕（TEAM NACS）
（次男）

託児あり
（要予約）音楽

さくらホール開館10周年記念公演 Friday Night Live“SAKURA BAR” 
渡辺香津美・沖仁・ヤヒロトモヒロ・NAOTOスペシャルライブ

主催主催

発売中

大ホール 1階席限定公演 開場18：00 開演19:30 ディナータイム18:00〜19：15
全席指定 ディナー席8,000円（限定70席） 一般席4,500円（ペア券は各500円割引）
※ディナー席はさくらホールのみの販売です。※ディナータイムは途中入場可。

12/20
（金）

大人のための「バックステージツアー」参加者を募集します。

さくらホール開館と誕生日が近い10歳の方を募集します。

見るもの
聴くもの

11/30
（土）

さくらホールのにぎわい

ざ・バラエティーショー
おらほの自慢みてけろじゃー！

10周年アニバーサリーパーティー

募集しています！
黒岩地区
立花地区
相去地区
飯豊地区
更木地区
二子地区

黒沢尻東地区
いわて国体ＰＲ隊
（北上市スポーツ振興課）

NPO芸術工房
被災地域から
（大槌・釜石）

お滝さん音頭　スコップ三味線
展勝地小唄 立花一周唱歌 歌：南部蝉しぐれ
歌・あしたのぼくね、家族写真ほか　
歌 俵星玄蓄ほか
般若心経コラボ（ピアノ・フルート・打楽器）
『二子いものこ神社☆秋祭り』
いものこ音頭・神楽の競演
ゆるキャラ
川岸かっぱ太鼓

10周年記念ソング
「横川目下村地区に住まわれている皆さん」
歌と踊り

市長＆職員：歌・わんこ兄弟
特別出演（ダンス）：チアリーダーDiamonds

出演地区・演目（順不同・予定）

ゲスト
・樹里咲穂（歌） 元宝塚歌劇団月組
・海宝直人（歌） 元劇団四季（初代シンバ）
・森俊雄（EL）

残りわずか！

司会：ふじポン

ここに集まった人みんなでパーティー！

12/1（日）10：00～16:00

西村雅彦さん、飯島直子さんから
特別インタビューをいただきました！
P4の「サテスタ日記」をご覧ください！

中ホール・小ホール・ファクトリー・
共有ゾーン

・

当日は開演前に、師匠おすすめのゲスト出演コーナーもございます。お楽しみに！

マーチング：ときわだい保育園
子供歌舞伎：黒沢尻歌舞伎
イルミネーションライブ：芸術工房
〈出演者〉阿部美礼（クラシックピアノ）宇津志博恵（ジャズボーカル）
市内学校吹奏楽部＆吹奏楽団：アンサンブル公開練習 
合唱ミニコンサート：北上ミューズコーラス隊
バンドバトル（ライブ）：XXXX・MG・ギターショップなど

参加する
体験する

参加する
体験するダンスコレクション（社交ダンス）：市内社交ダンス各団体

楽器体験：市内吹奏楽団体
空手体験：極真会館
ダンス体験：３Ａカンパニー（ストリート）
ヨガ体験：ルーシーズ・TOMOYOGA
カラオケ天国・ブロック遊び・ピアノ・シンセ体験：芸術工房
絵本の読み聞かせ＆作ってあそぼ！：北上福祉教育専門学校
Let’s speak English!：３Ａカンパニー
合唱体験：北上ミューズコーラス隊
わらべ歌マッサージ（ベビーマッサージ）：３Ａカンパニー
Let’s make!～クリスマスアイテムをつくろう～：おかあさんネットワーク
リトミック教室：赤坂麻子
大人のための「バックステージツアー」：さくらホール

バンド体験・初心者教室：市内活動バンド
ダンス体験：ナネアプラアニ（フラ）・フラオハナ（子供向けフラ）・
コントローラー（ストリート）・スタジオボール（ストリート）
モーレツ・いろあそび：クレヨンカフェ
カラオケ天国・ブロック遊び・合唱体験：芸術工房
忍者修行・にんにん：クレヨンカフェ
スイーツデコ：尾形ひかり
バルーンアート：ピエロの会
Let’s make!～クリスマスアイテムをつくろう～：おかあさんネットワーク
レイキヒーリング

11/30（土）10：00～21：00

さくらホールフェスタありがとうの２Ｄａｙｓさくらホールフェスタありがとうの２Ｄａｙｓさくらホールフェスタありがとうの２Ｄａｙｓ
さくらホール開館10周年記念

“サクラミクスはおもてなしで倍返し！さくらホールにいつ来るの？今でしょ！！じぇじぇじぇ～！！！”

11/30（土）
12/1（日）
11/30（土）
12/1（日）

P1

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のみ取り扱いです。 
※当ホールの主催公演は、原則的に未就学児童の入場を不可とさせていただいております。（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　【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



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

̶インフォメーション̶

大・中・小ホール
アートファクトリー

2014年12月の大・中・小ホール（区分利用）
2014年3月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

2013年12月の利用調整会議
12月1日（日）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下さい。

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

90円切手を希望送付回数分
添えてお申込み

サトウハチロー記念 第17回「おかあさんの詩」
全国コンクール 表彰式・入賞発表会

11/23
（土）

中ホール 開場13：00 開演13：30 全席自由
（一部、受賞者・主催者・関係者の指定席があります。）

入場無料（要入場整理券）

さくらホール開館10周年記念
第8回春季全国高等学校演劇研究大会

フェスティバル2014
3/28
（金）

30
（日）

中ホール 入場無料
※詳細は来年1月頃に決定します。

ＩＢＢＢいわてブリティッシュブラスバンド
第4回定期演奏会
11/24
（日）

中ホール 開場13：30 開演14：00 終演16：00
全席自由 前売500円 当日600円
※小学生以下無料

整理券
配布中 発売中

ファイナルライブ出演者大募集中！！初心者歓迎！！
お問い合わせ:さくらホール ファイナルライブ事務局 高橋(0197-61-3300）

■エントリー条件 2人以上で音楽活動をする、ステージに危険なく上が 
 れる人数・年齢であるグループ。
 音楽のジャンル、プロアマは問いません。
■会　　場 さくらホール中ホール
■募集期間 平成25年11月1日～12月10日午後10時必着
■募集定数 先着順　25組（うち高校生バンド5組）
■出 演 料  2,000円／1人
■持ち時間 20分以内（予定※出入り、機材セッティング込み）
■申 込 み  必要書類に出演料を添えて窓口へ提出（郵送可）
 ※書類はさくらホール内、ホームページで配布します。
■未 成 年  保護者承諾書を提出
■そ の 他  出演順はバンド会議（12月中旬予定）で決まります。

毎年恒例12月31日、大みそかのバンドライブ！
今年は「高校生バンド」のための時間を新設！
大切な仲間や家族と音楽を発表して過ごしませんか？

やっぺしHP：http://www.teleblo.jp/shimingeki/
お問合せ：やっぺし事務局（090-8617-5346） 
さくらホール（0197-61-3300）やっペし北上市民劇場を

盛り上げる会 

■募集対象　キャスト、スタッフ（装置、照明、音響、衣装、
 化粧、美術etc）
■公演期日　平成26年2月22・23日（土・日）
■活動期間　初顔合せから公演終了まで
■活動場所　さくらホール（会議室、大アトリエ他）

■日時 平成25年11月16日（土）19～21時
■場所 さくらホール多目的室
■交流会参加費／大人1,000円、未成年500円

■入場無料・申込み不要
■日程 平成25年11月10日（日）
■時間 13:00～16:40（演目間に転換用休憩あり）
■場所　さくらホール　大アトリエ問合せ・申込み先

初顔合せ　

えんげき倶楽部発表会、開催！

一緒に市民劇場を創りましょう！

色とりどりの
６演目を

お楽しみください。

第37回北上市民劇場

参加者大募集！ 年齢不問
参加無料

TEL:090-8617-5346
北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし事務局

皆さまこんにちは！今回は「無線LAN（Wi-Fi）環境」について紹介するのだ。
このたび無線ＬＡＮ環境（Wi-Fi）が整い、パソコン・スマートフォン・タブレット端
末・ゲーム機などのWi-Fi機器の通信が全館※で可能になったのだ。
さくらホールは街のホットスポットに仲間入り！公園のような自由空間で、快適
にネットを楽しめるのだ。Wi-Fi機能のないパソコンは、従来通りLANケーブル
での通信が可能な会議室のご利用をオススメするのだ。（さくら～マン・ひろ）
※大・中ホールの一部エリア、和室きせきれいは除く

わ～い、ふぁ～い
つながるのだ～

vol.8

突撃

無線LAN（Wi-Fi）環境の巻

サテスタ日記サテスタ日記 エフエム岩手
毎週金曜19：30
ON AIR

★ハガキ・お便り 〒024-0084岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号さくらホール「STUDIO SAKURART」宛 
★Fax 0197-61-3301 ★E-mail studio-sakurart@sakurahall.jp

皆様からの意見や要望、日常の出来事、
番組の感想などを募集しています！

平日ランチタイム 11：00～14：00
カフェタイム 14：00～
※18：30（ラストオーダー）
TEL&FAX 0197-72-7765
駐車場あり、不定休
（毎月第三火曜日は休館日のためお休みします）

１１月１５日にさくらホールで行われる演劇「ブラザーブラザー」の稽古場を
訪問し、キャストの西村雅彦さん、飯島直子さんから特別インタビューをいた
だきました！
―作品「ブラザーブラザー」について
西村雅彦（以下Ｎ）：兄弟再生の物語です。社会に出るまでは、否が応に
も一つ屋根の下でいっしょに暮していかなければならない兄弟ですが、巣
立っていくとバラバラになって、やがて兄弟に対する思いというのは薄らい
でいくような気がします。兄弟であることで、逆に足をひっぱられたり、する
人もいると思います。兄弟に対してのとらえ方をもう一度それぞれが考えて
みよう、見つめ直そうと思う作品です。
飯島直子（以下Ｉ）：私にとって『ナンシー』という初舞台作品に続く芸能生
活で２番目の作品です。前回に引き続き西村さんとご一緒させて頂きます
が、もう西村さんとしか舞台をしないと思います（笑）。それくらい素敵な方で
尊敬しています。

―作品の観どころについて
Ｎ：『愛』です。『愛』がいたるところにちりばめられ、満ち溢
れていて、『愛』について考えられる、それがこの作品の観
どころです。『愛』について日 そ々れほど考えることはない
と思います。ましてや『兄弟愛』。普段当たり前のようにい
る兄弟について深く追求することはなく、人は生きている
ように思います。兄弟愛、家族愛、人類愛（かなり広げまし
たが、笑）、『愛』について考えることが出来る作品です。
―演劇の魅力とは？
Ｎ：『汗』、『唾』、そして『空気を共有出来る一体感』です
ね。そこが演劇の魅力ではないでしょうか。
Ｉ：演劇は例えると『相撲』。テレビで観る『相撲』とは違って、生で観る『相撲』
は、力士同士がぶつかりあったときに、汗がバーンを飛び散りますよね。その
瞬間、その時の観客の『俺も相撲もとっているぞ』というような感覚にさせら
れる一体感があります。演劇もそこだと思います。
Ｎ：演劇はテレビや映画よりも、のめり込む度合が違うと思います。皆さん是
非、楽しみにしていてください！ 

月替わりpickupでより詳しくご紹介します
。

公開間近！！ブラザーブラザーのインタビュー。

vol.46

すっかり秋の季節になりましたね。さて、今月の新メニューは自然いっぱ
いのベリーベリーパフェと、オリジナルパンケーキです。オリジナルパン
ケーキは、厚切りベーコン、秋野菜、マスカルポーネチーズとの組合せで
ランチとしてもお召し上がり頂けるように考えたメニューです。
毎日、変化あるメニューで楽しくお食事やお茶のみができる心地よい場
所ですので、皆様のお越しをスタッフ一同笑顔でお待ちしております。

Cafe & 
Restaurant

今回は、女性に大人気！さくらホールの第２駐車場前で元気に営業中のアロ
マセラピー専門店の「海の雫」さんのご紹介です。「海の雫」さんは、ショップ、
サロン、スクールがひとつになったお店です。癒しの空間を満喫出来ます。
さくらホールにご来館の際も是非お立ち寄りしてみてはいかがですか？

パソコンデータの
復旧サービス行います。

パソコンのトラブルでお困りの方は、
ヨシノヤ・オーエーシステムまで。

ラジオ番組「STUDIO SAKURART」は、毎週金曜日19時30分から25
分間、音楽･エンターテイメント･地域の話題まで、高橋裕亮がさくらホー
ル1Ｆサテライトスタジオから生放送！ 

海の雫

講演会

前回から対象を20歳以下に変更してコン
クールの作品を募集し、全国から約4千編の
応募がありました。当日は入賞者の表彰のほ
か、高校生による特別賞以上の作品4編の
朗読や、小・中・高生による過去の入賞作品
やサトウハチロー作品の合唱もあります。ま
た、ピアニスト松岡淳によるミニコンサートを開
催します。

県内唯一の英国式ブラスバンドが北上初
登場！吹奏楽でも有名な作曲家フィリッ
プ・スパークやゴフ・リチャーズの作品を中
心に、プロの演奏家によるコルネット、トロ
ンボーン、チューバのソロ曲など、金管楽
器の輝かしい音色だけではなく、柔らかな
響きと深みのある金管バンドの魅力をご
堪能いただけるプログラムです。ご来場を
お待ちしております！

この大会（通称春フェス）は審
査、講評を伴わないフェスティバ
ル形式で開催される、高校演劇
の全国交流イベントです。全国
の各ブロック大会から推薦され
た高校10校が、1時間の演劇を
上演します！全国レベルの高校
演劇の魅力を味わう絶好の機
会として、どなたでも入場無料で
すので是非ご覧ください。

【主催】北上市、北上市教育委員会、日本現代詩歌文学館運営協会
 サトウハチロー記念館・叱られ坊主、一般財団法人北上市文化創造
 サトウハチロー記念「おかあさんの詩」全国コンクール実行委員会
問い合せ先:北上市まちづくり部生涯学習文化課 0197-72-8304

【主催】岩手県高等学校文化連盟演劇専門部・全国高等学校演劇協議会・
　　　社団法人全国高等学校文化連盟演劇専門部       
【共催】一般財団法人北上市文化創造・北上市・北上市教育委員会

【主催】いわてブリティッシュブラスバンド
問い合せ先:いわてブリティッシュブラスバンド 090-3649-1029 

表彰式 吹奏楽

日報リーダーズ北上例会
櫻井よしこ 講演会

11/28
（木）

大ホール 開場18：00 開演18：30 終演20：30
全席自由 入場無料（要入場整理券）

整理券
配布中

ジャーナリストとして日本が抱え
る諸問題を精力的に取材をし
ている櫻井よしこさんの講演会
を開演します。入場整理券は
岩手日報に広告掲載（10月31
日付）の北上広華会会員社で
配布しております。

【主催】岩手日報社北上支局内（北上広華会事務局）
問い合せ先:岩手日報社北上支局内（北上広華会事務局） 0197-63-4265
 （土・日・祝日除く9:00～17:00）

講演会

こころの健康づくり講演会
「いのち」の標語表彰式

12/12
（木）

中ホール
開場18：00 開演18：30 終演20：15
全席自由 入場無料（要申込）
※11/29（金）までに電話または
　FAXにてお申込みください。

入場無料

「心を開くやさしいコミュニケーション」と題
して、ＩＢＣラジオ「のりこの週刊おばさん白
書」でお馴染みのパーソナリティー２人に
よる心温まる講演会が実現しました。また、
冒頭では「いのち」の標語の入賞者へ表
彰式を行います。かけがえのない命を守る
ため、皆で一緒に考えてみませんか？
【主催】北上市保健福祉部福祉課・健康増進課
問い合せ先:北上市保健福祉部福祉課　TEL0197-72-8214 FAX0197-64-2202

後藤のりこ氏
（フリーアナウンサー）

金藤晃一氏
（トータル・カウンセリング・
スクール講師 カウンセラー）

〒024-0083
北上市柳原町5-14-22

（さくらホール第2駐車場向かい）
予約・お問い合わせ
0800-800-5679

http//aromashizuku.com

※サロンは女性専用でご予約優先、ショップとスクールは男性も大歓迎です。
※営業時間：10：00～19：00、定休日：木曜日、駐車場：あり

スクール ・アロマテラピー検定対応講座はじめ、メディカルアロマや
 スピリチュアルアロマなど様 な々アロマセラピー講座開講中です。

ショップ ・100種類以上のハーブティ－や60種類以上の精油が揃っています。
・エンジェルカードやヒーリンググッズも扱っています。

サロン
・本格的な英国式アロマセラピーをはじめとするリラクゼーションメニュー
 とブライダルでも大人気の実力派エステメニューで多角度から皆様の
 美と健康をサポートします。

共催

演劇

にお集まりください！

～

フェスティバル2012の様子

さくらホール内レストラン

P3 P4

今どきは
Ｗｉ－Ｆｉ
だよね！



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

さくらホールイベントカレンダー 2013年10月25日現在※その他の催し物についてはHPに掲載しております。

11/9（土）

11/10（日）

11/10（日）

11/15（金）

11/15（金）

11/16（土）

11/17（日）

11/17（日）

11/18（月）

11/20（水）

11/22（金）

11/23（土・祝）

11/24（日）

11/24（日）

11/28（木）

11/30（土）

12/3（火）

12/4（水）

12/5（木）

専修大学北上高等学校吹奏楽部 第48回定期演奏会
大ホール　開場①13:00②17:30 開演①13:30②18:00 専修大学北上高等学校 ＴＥＬ 0197-63-2341

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

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

午前から
混雑

午前から
混雑

午前から
混雑

夕方から
混雑

夕方から
混雑

高校生以下無料
（要入場整理券）

2歳以上有料
当日券のみ販売

一部受賞者・主催者・
関係者の指定席あり

FAX
0197-64-2202

小学生以下無料

小学生以下無料

土日祝日を除く
9：00～17：00

発売中
ホール取扱

整理券配布中
ホール取扱

整理券配布中
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
お問い合わせ
ください

主催者へ
お問い合わせ
ください

主催者へ
お問い合わせ
ください

主催者へ
お問い合わせ
ください
主催者へ
お問い合わせ
ください

北上フィルハーモニー管弦楽団 第19回定期演奏会
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 北上フィルハーモニー管弦楽団 ＴＥＬ 090-7335-3359

北上三曲協会 第34回三曲演奏会
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演16：00 北上三曲協会 ＴＥＬ 0197-66-6917

Doris & Orega Collection Vol.7 ブラザーブラザー
大ホール　開場18：30 開演19：00 終演21：00 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

平成25年度 北上市高齢者介護セミナー
中ホール　開場12：45 開演13：30 終演16：00 北上市地域包括支援センター ＴＥＬ 0197-64-2111

アニメセンターまんが映画会
中ホール　開場①10：10②13:10 開演①10：30②13:30 終演①12：00②15:00 教育映画アニメセンター ＴＥＬ 090-4715-1936

北上声楽研究会 第34回定期演奏会
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 北上声楽研究会 ＴＥＬ 0197-64-1178

北上能楽連合会 第40回謡と仕舞の会
中ホール　開場10：30 開演11：00 終演16：30 北上能楽連合会 ＴＥＬ 0197-69-2230

第1回北上医師会 感染症危機管理講演会
中ホール　開場18：30 開演19：00 終演20：30 第一三共㈱ ＴＥＬ 019-622-3121

平成25年分 年末調整説明会
大ホール　開場13：15 開演14：00 終演16：00 花巻税務署 ＴＥＬ 0198-23-3341

夢のキラキラ音楽会
大ホール　開場10：00 開演10：30 終演11：30 専修大学北上福祉教育専門学校 ＴＥＬ 0197-61-2131

第31回北上民舞踊協会芸能発表会
大ホール　開場10：00 開演10：30 終演16：00 北上民舞踊協会 ＴＥＬ 0197-64-7761

IBBB いわてブリティッシュブラスバンド 第4回定期演奏会
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 いわてブリティッシュブラスバンド ＴＥＬ 090-3649-1029

日報リーダーズサークル北上例会 櫻井よしこ講演会
大ホール　開場18:00 開演18：30 終演20：30 岩手日報社北上支局内（北上広華会事務局） ＴＥＬ 0197-63-4265

「立川志の輔」独演会 岩手復興応援＆ＩＢＣ岩手放送開局60周年記念
大ホール　開場13:00 開演13：30 さくらホール ＴＥＬ 0197-61-3500

平成25年度 整備主任者法令研修会
中ホール　開場12:30 開演13：30 終演16：00 東北運輸局 岩手運輸支局 ＴＥＬ 019-637-2912

やさか幼稚園生活発表会
大ホール　開場9:00 開演9：30 終演12：30 やさか幼稚園 ＴＥＬ 0197-63-4832

交通安全のつどい2013
中ホール　開場13:00 開演14：00 終演16：00 北上市まちづくり部地域づくり課内北上地区交通安全対策連絡協議会 ＴＥＬ 0197-64-2111

サトウハチロー記念 第17回「おかあさんの詩」全国コンクール 表彰式・入賞発表会
中ホール　開場13：00 開演13：30  北上市まちづくり部生涯学習文化課  ＴＥＬ 0197-72-8304

入場無料

入場無料

全席
指定

全席
指定

600 800

800

ー

1,000

500

5,500

平成25年分 青色申告決算説明会
中ホール　開場①9:30②13:00 開演①10:00②13:30 終演①12:00②15:30 花巻税務署 個人課税第一部門 ＴＥＬ 0198-23-3341

第46回歳末助け合い市民芸能大会
大ホール　開場9：30 開演10：00 終演15:30 北上市地域婦人団体協議会北上支部事務局 ＴＥＬ 0197-63-5688

北芸の会演劇公演 無人駅「雪見坂峠」物語
中ホール　開場13:30 開演14：00 終演15:30 北芸の会 ＴＥＬ 0197-64-5343

こころの健康づくり講演会・「いのち」の標語表彰式
中ホール　開場18:00 開演18：30 終演20:15 北上市保健福祉部福祉課 ＴＥＬ 0197-72-8214

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料（要申込）
※11/29（金）までに電話またはFAXで申込

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料
(要入場整理券)

入場無料
(要入場整理券)

全席
自由

全席
自由

全席
自由

全席
自由

12/5（木）

12/8（日）

12/8（日）

12/12（木）

未就学児入場不可

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。

※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。

※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。

●託児場所 1F　キッズルーム
●対象年齢 1才～未就学児童
●時　　間 開場～終演まで
●料　　金 子ども1人につき
 ￥1,000
 （予約申込時に精算）

●定　　員 8名程度
●持ち物 着替・飲み物・おやつ・
 お気に入り玩具etc
●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）
 

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

予約制託児サービスのご案内
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ヤマダ電機

さいとう製菓
北上自動車学校
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牛たん佐助
和かな

あたりや

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

駐車場台数680台

・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
↓

※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

ペア券各500割引

大人 1,500
中高生　1,300

大人 2,000
中高生　1,500

1,200 1,500

3,500
（1階・2階席限定）

1,000

1,000

1,200

500 600

未就学児入場不可

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。

花巻市文化会館
大ホール12/21（土）人形劇団クラルテ「火の鳥」黎明編

全国縦断公演2013

岩手県民会館
大ホール

2014年
1/12（日）

第10回記念公演
岩手の民謡をたずねて

花巻市文化会館
大ホール

2014年
1/26（日）ぎんどろ寄席

前沢ふれあいセンター12/14（土）鼓童　～交流公演～

北上総合体育館12/8（日）KITAKAMI アーティスティック
スポーツフェスタ2013

奥州市文化会館
大ホール（Ｚホール）12/1（日）

みなみ吹奏楽団
第15回定期演奏会

前沢ふれあいセンターQuatuor B（クワチュール・ベー）
サックス四重奏コンサート 11/16（土）

遠野市文化交流施設
みやもりホールTSUKEMEN LIVE 2013 11/16（土）

奥州市文化会館
大ホール（Ｚホール）

盛岡市民文化ホール
展示ホール（マリオス内）

奥州市民Ｚ管弦楽団
第4回定期演奏会
没後80年 宮沢賢治・詩と絵の宇宙
雨ニモマケズの心

11/24（日）

11/29（金）～
12/23（月・祝）

田園ホール
（矢巾町文化会館）宮川彬良＆アンサンブル・ベガ 11/30（土）

※詳細は電話又はさくらホールのホームページをご覧下さい。 http://www.sakurahall.jp/ 公演案内→取扱チケット※平成25年10月25日現在の情報です。

（託児マークアリの公演）

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

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。

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。

託児アリ



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

雪降る真冬の夜・・暖房を止めて寝た・・。
朝起きたら、家中が19℃あった・・。

そんな、ビックリ低燃費住宅をご提案してます。

雪降る真冬の夜・・暖房を止めて寝た・・。
朝起きたら、家中が19℃あった・・。

そんな、ビックリ低燃費住宅をご提案してます。

有限会社 木の香の家 ─木精空間─
北上市本通り2-3-44　TEL.0197-65-7439
有限会社 木の香の家 ─木精空間─
北上市本通り2-3-44　TEL.0197-65-7439

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

舶来屋

北上市大曲町5-4 tel.0197-65-3573

園児募集＆一時保育も承ります。園児募集＆一時保育も承ります。

赤ちゃ
んあつまれ！赤ちゃ
んあつまれ！

ちゃいるどはうす保育所ちゃいるどはうす保育所

（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

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

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）

鈴木健策

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

本社・工場／〒024-0013 北上市藤沢18-102-23
《北上バイパス・北上流通センター入口》
TEL 0197-64-2222

有限会社 阿部マイカーセンター

移転オープンしました！移転オープンしました！

TEL.0197-63-2890

〒024-0084　北上市さくら通り3-1-18

・廃棄物収集運搬
　中間処理
・解体工事
・家屋内の清掃
・土木工事

木曜日来店の方、焼肉定食（¥980）
ハンバーグ定食（¥980）に刺身サービス！

各種オススメ料理ご用意しております

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

着物でお出掛けしませんか？
さくら染めのハンカチやショールも大人気！！

う
ま
さ

技
あ
り

0197-25-2860
奥州市水沢区佐倉河東広町80-1
【本店】
0197-65-5674

北上市さくら通り5丁目2-53
営業午前11時～午後3時、午後5時～午後11時

【北上店】

〒024-0021
北上市上野町1-32-23
tel.0197-64-2986

ご家族連れでのご会食・各種パーティーにご利用ください。

美味
求真

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
　　　　　17:00～22:30（ラストオーダー21:30）
（日曜・祝日）17：00～22：00（ラストオーダー21:00）

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

クリスマスケーキご予約承り中！

おかげさまで 30周年30周年

☆お気軽に、ご相談下さい。

田村牧場産 吊るし熟成短角牛

団体やグループで御利用頂ける
個室もございます。（要予約）

和かな

ステーキ・鉄板料理

和かな各店舗にてご提供中

北上市さくら通り1-7-22
御予約・お問い合わせ 019-62-5123
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