
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
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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！！

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

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

【ご来館特典あり！】

マタニティ＆パパママ
ウェディング相談会

【ご来館特典あり！】

マタニティ＆パパママ
ウェディング相談会
マタニティの方、お子様がいらっしゃる方も安心♪
プランナーがお二人の予定や、ご予算をお伺いして、
結婚式までしっかりサポート！！
マタニティドレスやお子様のお衣裳まで、
ご案内させていただきます♪

マタニティの方、お子様がいらっしゃる方も安心♪
プランナーがお二人の予定や、ご予算をお伺いして、
結婚式までしっかりサポート！！
マタニティドレスやお子様のお衣裳まで、
ご案内させていただきます♪

金曜日限定!!金曜日限定!! 詳しくはお問い合わせ
くださいませ！

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）

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

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

ドッグラン&ペット火葬＆
ライフレスキュー
ドッグワン北上
0197-68-4858

東北緑生株式会社
北上市流通センター197 - 1 3  〒0 2 4 - 0 0 1 4
te l . 0197 -68 -2727　fax .0197 -68 -2749

観葉レンタル、造園工事、緑化木、芝生管理

もしも大事なペットが不幸にして
亡くなられたたら、電話一本で引取
りお伺い致します。遺骨はパウダー
処理して埋葬しやすく致します。

〒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

クリスマスディナー　クリスマスケーキ
　ご予約承り中！

廃棄物収集
運搬中間処理
家屋内の清掃
土木工事

廃棄物収集
運搬中間処理
家屋内の清掃
土木工事

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

各種オススメ料理ご用意しております

月曜日来店の方、日替り定食
800円→700円！

きたかみサロン音楽会2016
リラックスして、クラシックで心地よい空間を。

2016
12.1
（thu）

vol.1 vol.2

vol.3

野尻小矢佳×新崎誠実
～打楽器×ピアノ 音のミュージアム～

2017
2 . 9
（thu）

ピアノデュオ ドゥオール
～4手で奏でる至福の時間～

2017
3.15
（wed）

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～

1 1月

2016.11.1発行

2 0 1 6

N o v e m b e r

V o l . 1 5 6

保守点検日の為休館

1月1日、2日、3日の営業時間は、

11月15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。

1月4日（水）から通常営業（9:00～22:00）いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。

■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

P1～2
公演案内
●きたかみサロン音楽会
●さくらホールしょうげき！公演Vol.2
●立川志の輔独演会
●FINAL LIVE2016出場者募集
●リー・リトナー＆ジャパニーズ・フレンズ
●子どもの舞台芸術体験事業
 　ＫＩＤＳＡＲＴうた＆ダンス
●第40回北上市民劇場
●北上市民劇場を盛り上げる会
　やっぺし通信vol.４

P3～4
募集・公演案内
●イルミネーションライブ出演者募集
●フロント研修
●ＢＥＧＩＮコンサート

貸館公演紹介
●津軽じょんがら舞踊絵巻
●古謝美佐子コンサート
●第49回歳末助け合い市民芸能大会

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

●さくらホール内レストラン出店者募集

さくらホールnavigation
●vol.10 勝手にリポート
 　　　～名取市文化会館～

Café＆Restaurant Bib
●オードブル・お弁当注文承ります

スポンサーさんこんにちは！
●vol.82 明光義塾北上中央教室

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 : Fuchsia Bleu（フュクシャ・ブルー）

発行者：（一財）北上市文化創造 

2017年 年始営業時間のお知らせ2017年 年始営業時間のお知らせ

9時から17時までとなります。

演劇大学
 in　きたかみ
12月9日（金）・10日（土）・11日（日）

お申込・お問い合わせはさくらホールまで
※詳細はさくらホールHPをご覧ください。

初心者大歓迎!「えんげき」を学びたい人への大チャンス！
経験の有無を問わず、短い期間で体験しながら学ぶことのできるプログラム!

三日間で演劇を作ろう！

短編戯曲を書こう！

朗読劇を演じよう！

ダンスで物語を！

ステージクリエイトを学ぼう！

一日演劇体験ワークショップ

声優に挑戦しよう！

講師：佐野バビ市
参加者と講師がひとつの作品をつくる３日間。

講師：平塚直隆
書きたいことを表現して作品を書きます。

講師：和田嘉男
表現しながら、朗読劇を読んでみよう。

講師：田畑真希
観客にステキな物語を魅せる、体と空間のデザインを。

講師：加藤ちか
戯曲と観客とをつなぐ舞台技術を学ぼう。

講師：宮田慶子
芸術監督として活躍する講師に学ぶ演劇の世界。

講師：吉村ゆう
アニメ映像に合わせて、アフレコ体験。
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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



主催

発売中
大ホール
全席指定　開場13:00 開演13:30
一般席 3,500円
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

笑いで応援！
『志の輔らくご』
立川志の輔独演会2016

落語

12/3
（土）

託児あり
（要予約）

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

ダンスクラス

11/7
(月)

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

［キッズ］年長～2年生 16：30～17：30
［ジュニア］3年生以上 17：30～18：30

［各60分］

楽しく身体を動かして
「芸術」や「表現」を
ぐっと身近に。

毎年恒例、12月31日大晦日に岩手で一番熱いバンドを決める「さくらホール
FINAL LIVE」が今年も開催！紅白に分かれての対抗戦や、今年新設のアコーステ
ィックステージなど、出演者も観客も一丸となって楽しめる音楽漬けの大晦日！あなた
が選ぶ投票で、お気に入りのバンドやグランプリを決めましょう！
出演者も引き続きオールジャンルで募集中。是非ともお申込ください！

申込
受付中

主催

※更に詳しい情報は、さくらホールホームページか、館内の募集要項をご覧ください。
※11月以降に申込いただく場合は、印刷物等にバンド名の記載ができない場合がございます。

幼・保育園年長～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（10月～3月） 4000円、
体験参加 500円
※その他、楽譜代が別途かかります。

参加料

主催

こども

ＫＩＤＳＡＲＴ2016
キッザート 子どもの舞台芸術体験事業

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。

初回体験無料

１１/２２
（火)
うたクラス

菅家奈津子先生 
（メゾソプラノ歌手）

講 師

音楽劇「おにたのぼうし」
あまんきみこ作　柿﨑泰裕　作詞作曲

17：00～18：30

受付中

みんな元気に「ヤッホー」
するダンス、さみしい曲で
心が「ざわざわ」する感
じ、つま先まで「ピン」と
からだを使うこと…うん先
生のダンスや言葉がキー
ワードになって思い思い
の動きが生まれます。から
だが自然と動き出す、楽し
い時間。

～衣装づくりワークショップの様子～
3月の発表会に向けて、おにたのぼう
しに出てくる麦わら帽子を作りまし
た。おわんに麻ひもをぐるぐる巻きつ
けて完成させた自分だけの「素敵な帽
子」。いろいろな体験をとおして芸術
への好奇心を育てています。

残席
わずか！

志の輔師匠のご厚意により、追加で3階席（指定席）を
500円で販売中、高校生以下無料！
※さくらホールのみの取り扱いです。

※小中学生は保護者の付き添いが必要です。

※３階席は、通常落語鑑賞に向かないエリアです。

　見えにくい場所や、聞こえにくい場所があります。

　予めご了承ください。

開催日時 12月31日（土）　11:00～21:00
募集組数 中ホール舞台ステージ20組+アコースティックステージ5組（先着順）
持ち時間 最大25分（転換込み）※アコースティックステージは10分
参 加 費 一般 ￥2,000/1人 高校生以下 ￥1,000/1人
(アコースティックステージ) 一般 ￥1,000/1人 高校生以下 ￥500/1人

1・2階席
完売しました

世界でも有名なジャズ・フュージョンギタリスト、
リー・リトナーによるスペシャルライブ♪

ハナとモモの舞台は砂場！なんと300kg!

発売中

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
（金）

2017 大ホール 開場18:00　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/一般のみ）
 S・A席高校生以下半額
※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／
フュージョン

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～

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。

ダニエル オッテンザマー（クラリネット） ／村田千佳（ピアノ）

共演メンバーに、今回の東京ブルーノートのライブで共演し実力派キーボード
奏者のオトマロ・ルイーズ、ベース奏者に、リー・リトナーのライブアルバム「オバー
タイム」で驚異的なテクニックを披露したメルヴィン・ディヴィスが決定！日本屈指の
アーティストとの極上のインタープレイをお楽しみに！！

ノンバーバルコミュニケーションの言葉の意味を
ご存知でしょうか？直訳すると、言葉によらない、
非言語コミュニケーションのことです。
言語の理解が発達途中な子どもでも楽しく観られ
るこの作品は、子どもだけではなく頭がコチコチ
になりがちな大人にも新しい発見をもたらします！

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・アッティーヴォ劇団 
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

ペア券
PG購入可

こどもとおとなにも良質な演劇をこどもとおとなにも良質な演劇を
このお芝居は、「ノンバーバル演劇」です。このお芝居は、「ノンバーバル演劇」です。

託児あり
（要予約）

リー・リトナー（Gt）リー・リトナー（Gt）

公演時間50分

丸い砂場を囲んで　
観るのです。

出演者と近いから、
自分も演劇の一部に
なった気分。

日本で初めてのツアー。
みたことのない新しい演劇！

34%
OFF！

一般

観客席

フランス語の「ふたり）（ドゥ）」と、ヘブライ語
の「光（オール）」を重ねた造語が由来のピ
アノデュオ。二人の呼吸が織り成す、踊る
心・生きる喜びを多種多様な音楽でお楽
しみください。

さあ、音のミュージアムの開幕です！ドラムにマリンバ、チャイム、ベル、ティンパニなど…ピアノとともに、
さくらホールの打楽器たちが大集合！“打楽器”は姿も形も色も素材も種類が豊富！野尻小矢佳さんが
ひとつひとつの音色を存分に引き出します。ピアノは指で鍵盤を押して音を出すので・・・打楽器！？
新崎誠実さんのピアノと打楽器のコラボレーションにもご期待ください！

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席
クラリネット奏者を務める俊英、ダニエル・オッ
テンザマー。現代を代表するクラリネット奏者
がやってきます。

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）
ほんだまさとてらいなおこじんぼあきら

むらたちか

藤井隆史＆白水芳枝（ピアノデュオ）
しらみずよしえふじいたかし

新崎誠実（ピアノ）
あらさきなるみ

野尻小矢佳（パーカッション）
のじりさやか

リー・リトナーへの特別インタビュー 9/13東京ブルーノートにて

─近況はいかがですか？
僕の近況は、飛行機に乗る、飛ぶ、都市に着いて演奏
する、そして次の日別の飛行機に乗る（笑）。今年は
世界中をたくさん回っているね。でも僕はいつも日本に
来ることを楽しみにしているから、来年3月にまた日本へ
戻ってこられることは嬉しいよ。
─ジャパニーズフレンズについて
神保彰さんは、ミュージシャン達の中でも伝説となっ
ているし尊敬している。彼と一緒に演奏できることを
喜んでいるよ。寺井尚子さんとも何度か一緒に共演

しているが、彼女はお気に入りの演奏家で、驚くべき才能
のあるヴァイオリニストだよ。本田雅人さんももちろん、とても
才能のある彼との共演を楽しみにしているよ。みんなとても
良いアーティストだよ。
─最後にファンへのメッセージを
「HELLO！リー・リトナーです。北上のみなさん、こんにちは。
もうすぐ僕の古くからの友人たちと一緒に北上を訪れるよ。
彰、尚子、雅人は素晴らしい演奏家なので、彼らと一緒に
美しい都市で演奏できることに興奮しているよ。みんなにも
演奏会を楽しんでもらいたいね！3月に北上で会おう！！」

Q.ピアノを漢字では
　どう書くでしょう？

答え　②　・　③　・　②

①手風琴 

②洋琴 

③弦琴 

Q.ピアノの種類で
　実際にあるのは？
①スーパー・ピアノ  

②グレート・ピアノ  

③グランド・ピアノ  

Q.一般的なピアノの
　鍵盤の数はいくつ？
①77

②88

③99

クイズ Level.2

2/25・26
（土）（日）

2017

第40回北上市民劇場

北上市民劇場では、参加者を募集しております。
キャストだけでなく、市民劇場を一緒に創り上げるスタッフも併せて募集いたします。
参加を考え中の方、興味のある方は見学OKです。是非お越しください。
◆募集対象：キャスト、スタッフ（装置・音響・衣装・化粧・美術etc）

①平成29年2月25日（土）　開場17:30 開演18:00予定
②平成29年2月26日（日）　開場13:30 開演14:00予定
中ホール　一般 前売1,000円 当日1,200円 小学生以下無料12/4

発売予定

共催

演劇

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！田島 俊子さんvol.4
た じ ま と し こ

田島さんは、第1回から役者・スタッフとして北上市民劇場に参加されています。
第9回からは企画委員として、また、後半の十数年は衣装係として活躍されまし
た。学生の頃から演劇が好きでしたが、勤め先であった幼稚園、保育園で子ども
達の発表会を作り上げていく中でその思いを強くし、第1回北上市民劇場の募
集があったとき迷わず応募したそうです。思い出深い役は第2回北上市民劇場
『天保の風花』の遊女役。セリフは無く動きや衣装のみで表現しなければなら
ず、とても難しかったそう。自身で着物を持ち込み、動きを工夫し、やりがいが
あったとのことです。田島さんはこれからの、今の北上市民劇場についての思い
を熱く語られました。北上市民劇場の原点には「4つのねがい」があります。

1.すべて市民の手づくりの舞台としたいこと
2.より多くの市民の参加を求めたいこと
3.各ジャンルを可能な限りひとつに集約したものにしたいこと
4.作品の素材を北上の豊かな歴史と民話に求めたいこと
これをふまえて、なぜ市民劇場なのか今一度考えて欲しい。芝居を作るにあたり基
本的なこと…時代考証・舞台となる地域、子孫への挨拶・お参り等おろそかにしな
いで欲しいとおっしゃいました。この「したい」という表現には、北上市民劇場として
末永く続けていって欲しいという思いが込められています。40周年を迎えるにあたり、
やっぺしとしてきちんと取り組まなければならないという思いを強くしました。

田島さんのお話の続きは 、北上市民劇場を盛り上げる会やっぺしのホームページをご覧ください。 http://www.teleblo.jp/shimingeki/

19:30〜
多目的室

北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし事務局
Mail：yappeshi@gmail.com
さくらホール TEL:0197-61-3300

問合せ

クリスマス
プレゼントに
いかが？

託児あり
（要予約）

ほろ酔い
気分でステキなグルーヴを♪
当日はホワイエにてドリンク類
（アルコール飲料を含む）や、おつ
まみなどの軽食を販売いたします。
ご飲食は開場時間や休憩時間に
お楽しみください。

11/12
（土）

初顔合わせ

毎年たくさんの人が参加しています！
興味をもったらみんなおでんせ～！！

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

トモ

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

毎月初旬に郵送にてお届け

大・中・小ホール
アートファクトリー

201７年12月の大・中・小ホール（区分利用）
2017年3月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）

さくらホールの施設利用申込について
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

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♪先月は、いわて国体・大会の関係で11日間お店をお休みしました。
いつもBibをご贔屓にしていただいておりますお客様には、ご迷惑をおかけいたしました
こと、お詫び申し上げます。さて、これからの季節は、忘年会やパーティーなど様々な行事が
ありますね。Bibではオードブル、お弁当などもご用意しております。さくらホールをご利用の
際は、是非、お申し付けくださいませ。お料理の内容、お値段など詳しく書いたチラシをお店
にご用意しております。また、Yahoo!ブログにも載せておりますので、カフェ&レストランBib
で検索のほど、よろしくお願いいたします。たくさんのご注文お待ちしておりま～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）

整理券
配布中

明光義塾北上中央教室
vol.8211/29

（火）

大ホール     
開場17:30 開演18:30 終演20:30
全席自由 　入場無料（要入場整理券）     

※満員の場合は整理券をお持ちでも入場をお断り
　することがございます。お早めにご来場ください。

11/22
（火）

中ホール
開場13:00 開演13:30
全席指定　 S席3,500

コンサート

【主催】高橋芸能企画　問い合せ先：高橋芸能企画 0197-85-3189

【主催】岩手日報北上広華会・岩手日報社
問い合せ先：岩手日報社北上支局 0197-63-4265

【主催】北上市地域婦人団体協議会北上支部
問い合せ先：北上市地域婦人団体協議会北上支部（向口） 0197-63-5688/080-8219-3607

第４８回歳末助け合い市民芸能大会の様子

発売中

第49回
歳末助け合い市民芸能大会
12/4
（日）

大ホール
開場9:30 開演10:00 終演15:45
全席自由　前売1,000円 当日1,300円
※学生券（小中学生500円）は主催者のみの取扱い
※未就学児無料 月替わりpickupでより詳しくご紹介します

。

2016年12月の利用調整会議※受付18:00～18:30
12月1日（木）18：30から下記の申込の調整を開始します

コンサート

発売中

共催

BEGIN コンサート 2016-2017

【企画制作】アミューズ　【後援】テイチクエンタテインメント
【協力】BEGIN オフィシャルファンクラブ「かりゆしネット」
お問い合わせ: Coolmine 022-292-1789(平日11:00～19:00)

【北上】さくらホール、さくら野百貨店（予定）、江釣子ショッピングセンターパル（予定）、
ローソンチケット 0570-084-002 Lコード:23064、
イープラス http://eplus.jp、チケットぴあ　0570-02-9999 Pコード:305-566

1/21
（土）

2017 大ホール 開場16:45　開演17:30
全席指定
前売 一般6,500円 小中学生2,000円
当日 一般6,800円 小中学生2,000円

※未就学児は保護者1名につき1名まで膝上観覧無料

　(但し、お席が必要な場合は小中学生チケット必要）

※未就学児童・小学生は、当日、保護者同伴で専用入口から入場して頂き

ます。小学生、未就学児童のみでの入場は出来ません。小中学生は、

購入時及び当日入場時、身分証明書（学生証）等が必要な場合があります。

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。

日報リーダーズサークル北上例会
古謝美佐子コンサート
沖縄のこころのうた

2016年 岩手ツアー
津軽じょんがら舞踊絵巻
新星山田ふぁみりー特別公演

発売中

舞踊

芸能大会

今年も北上市婦人団体協議会北上支部主催による第４９回歳末
助け合い市民芸能大会が開催されます。素人、玄人、老若男女が
織り成す多彩な舞台が観客を魅了！！みんなで温かいお正月を迎え
る為に、益金は歳末助け合い基金へ寄付されます。

あつまろう、さいまつへ！マッテルヨー。

音響研究者の研究により「古謝美
佐子の声は、人を癒したり健康を促
進する『高い周波数域』と『ゆらぎ』
を同時に持つ希有の存在である、と
いうことが証明される。作家の五木
寛之氏が、「いま最も凄い歌手」と
絶賛し、沖縄では“民謡の神様”と呼
ばれる古謝美佐子さんの歌声が、北
上を感動に包みます。皆様の御来
場を、お待ちしております。

平成28年度芸術イルミネーションパーク事業

イルミネーションライブ
出演者募集！

平成28年度芸術イルミネーションパーク事業

イルミネーションライブ
出演者募集！
11月20・27日、12月4・11・18日、1月8日
さくらホール中ホールステップホワイエ
18:00～19:00（出演時間30分×2グループ）
演奏、演技、各種パフォーマンス（１日２グループ）
大音量を伴わないもの、出演料なし、募金に協力
申し込み順に決定し、出演枠が埋まり次第締め切り

開 催 日
開 催 場 所
開 催 時 間
出 演 内 容
出 演 条 件
申 込 締 切

11月20・27日、12月4・11・18日、1月8日
さくらホール中ホールステップホワイエ
18:00～19:00（出演時間30分×2グループ）
演奏、演技、各種パフォーマンス（１日２グループ）
大音量を伴わないもの、出演料なし、募金に協力
申し込み順に決定し、出演枠が埋まり次第締め切り

開 催 日
開 催 場 所
開 催 時 間
出 演 内 容
出 演 条 件
申 込 締 切

プレイガイド

お問合せ・申込 NPO法人芸術工房 0197-64-7567

冴える
津軽三味線！
魅せる舞踊！
心に響く尺八と
民謡！
家族の“絆”が
織りなす・・・
秋を彩る花舞台！

さくらホールレストラン施設の出店者を募集します。

出店場所及び期間

さくらホールのくつろぎの場として、利用者の利便性向上と増加に
繋がるような経営意識を持ち、創意工夫ができる出店者を募集します。

（１）場所 北上市さくら通り二丁目１番１号
 北上市文化交流センターさくらホール１階の一部
（２）面積 190.41㎡
 上記の場所以外に、レストラン脇のカフェテラスの一部を使用できます。

（３）期間 平成29年4月１日から平成31年3月31日まで

参加申込書の提出：平成28年12月１日から12月10日まで

詳しくは、さくらホールホームページ
各種サービス欄のレストラン募集の
お知らせページを
ご覧ください。
http://www.sakurahall.jp/
service.php#item1988

当日主要予定演奏曲目（順不同）
♪「童神」♪「花」♪「安里屋ユンタ」
♪「子守唄メドレー」（竹田の子守唄、江戸の
　  子守唄、五木の子守唄、大村御殿ほか）
♪「ポメロイの山々」
♪「アメイジング・グレイス」ほか
※演奏曲目は当日の都合により変更することも
　あります。ご了承ください。

皆さまこんにちは。先日、研修を兼ねて「第２０回みやぎ県民文化
祭」の見学に行ってきました。今回は、その会場となった宮城県
の“名取市文化会館”を勝手にご紹介いたします。
平成９年10月１日に開館した名取市文化会館は、さくらホールと
だいたい同じ規模のコンサートホールがあります。１階に大ホール、
２階に中ホール、３階に小ホールがある構造となっており、小ホール
においては、仕切りを外すとホワイエ（ロビー）とつながり、広 と々使用
できるようになっていました。見学に行った時はまさに仕切りが外

され、空間を広く活用した展示会が行われ、賑わっていましたよ！その他、
敷地内にある別館の多目的ホール“希望の家”は、ドイツの「ラインハルト・
アンド・ソンヤ・エルンスト財団」から寄贈された施設で、とても可愛ら
しいコテージ風の外観でした。子どもからお年寄りまで誰でも自由に利用
できる施設となっていますので、是非足を運んでみては♥

さくらホールnavigation
vol.10 ～名取市文化会館編～勝手にリポート

多目的ホール”希望の家”
名取市文化会館ＨＰより

第20回みやぎ県民文化祭
展示部門（小ホール）

フロントスタッフとして
一緒に活動しませんか？
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　11/25（金）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♥

一
緒
に
活
動

し
ま
し
ょ
う
♪

この活動はNPO法人芸術工房との協働事業です。
サポーター登録には500円かかります。
活動には報酬が支給されます。

無料

こんにちは！明光義塾北上中央教室です。受験を控えた
受験生さんをはじめ、来年度の受験の準備や、期末
テスト対策、中学校入学前の総復習など、様々な目標を
持つ方にぞくぞくご入会いただいております。明光義塾
北上中央教室では、秋のキャンペーンといたしまして
【教材費無料】を１１月２８日まで行っています。また、塾は
初めて・どんな授業をするの？という方のために無料体験学習を実施いたしております。
まずはお気軽にお電話ください。冬期講習のご相談も承っております。

秋の無料体験学習受付中！！（教材費無料）

北上中央教室個別指導56年の伝統と実績 2100
教室
達成

北上市本通り1-8-13
木村ビル2F

お問い合わせ 0197-65-7290
営業時間 13：30～21：00（平日） 13：00～19：30（土曜）
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北上自動車学校
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市役所

消防署

国道107号
北上
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I.C

北
上
駅

東山堂

ヤマダ電機

半田屋
さいとう製菓

北上自動車学校
宝介

サンクス
トレンタ

牛たん佐助
和かな

Bib

セブン-イレブンセブン-イレブン

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

全駐車台数680台（無料）

・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
↓

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10月26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

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
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10月26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。

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

11/6（日）
奥州市文化会館
（Zホール）
大ホール

みなみ吹奏楽団
第１８回定期演奏会

11/１９（土）

岩手県民会館
大ホール第１３回岩手の民謡をたずねて

11/20（日）
奥州市文化会館
（Zホール）
大ホール

Butterfly Effect
feat. Traditional Crafts

宇宙戦艦ヤマト・銀河鉄道999
松本零士展 －漫画界のレジェンド－

２０１７
2/20（月）

２０１７
1/15（日）

奥州市文化会館
（Zホール）
中ホール

紫波町
野村胡堂・あらえびす記念館

ホール

盛岡市民文化ホール
展示ホール

（マリオス4階）

女神たちが贈る素敵なコンサート

11/6（日） 前沢
ふれあいセンター鼓童～交流公演～

11/30（水） 岩手県民会館
大ホール遠野物語　奇ッ怪　其ノ参

12/11（日） 花巻市文化会館大ホールぎんどろ寄席
12/13（火）～
2017
1/15（日）

岩手県民会館
展示室

team Lab IsLand in 岩手
学ぶ！未来の遊園地

津村和泉ピアノコンサート
音で 愛を紡ぐ 夢を紡ぐ 時を紡ぐ

11/25（金）

11/26（土）
～12/25（日）

MAESAWAクラシックサロンVol.6
いわての演奏家とつくるガラコンサート

前沢
ふれあいセンター11/27（日）

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

11/26（土）花巻市文化会館大ホール花巻リズムヤンガー70周年記念コンサート

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

入場無料（要申込）

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

S席 3,500

1,800

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）

入場無料

1,000

1・２階席　　　　　　３階席 500

1,500
高校生以下1,000

入場無料

一部
指定

一部
指定

全席
自由
全席
自由
全席
自由

全席
自由

全席
指定

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
指定

一部
指定

全席
自由

サトウハチロー記念祭　おかあさんありがとうコンサート2016
大ホール　開場12：30 開演13：00 終演15：00 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 TEL 0197-72-8304

障がい者理解促進研修・啓発事業 東田直樹氏、東田美紀氏 講演会 「ぼくが子どもの頃わかってほしかったこと ー子どもの時大切にしてほしいことー」
中ホール　開場9：45 開演10：00 終演12：00 北上市福祉課（障がい福祉係） TEL 0197-72-8214

赤坂音楽教室　ピアノ・リトミック　発表会
中ホール　開場12：30 開演13：15 終演15：30 赤坂音楽教室 TEL 090-2798-7461

2016年岩手ツアー　津軽じょんがら舞踊絵巻 　新星山田ふぁみりー特別公演
中ホール　開場13：00 開演13：30 高橋芸能企画 TEL 0197-85-3189

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

堀内加代子ピアノ教室　発表会
中ホール　開場14：10 開演14：30 終演16：30 堀内 TEL 090-5595-1316

ねむの会　プティコンサート
中ホール　開場13：40 開演14：00 終演16：30 ねむの会 TEL 0197-64-4031

第26回北上市民芸術祭参加　北上フィルハーモニー管弦楽団　第22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（中村） TEL 090-4556-0795

第26回北上市民芸術祭参加　北上三曲協会　第37回三曲演奏会
中ホール　開場13：00 開演13：30 北上三曲協会（及川） TEL 0197-66-2515

第26回北上市民芸術祭参加　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26回北上市民芸術祭参加　藤原めい子バレエ　北上・花巻教室発表会
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演17：00 藤原めい子バレエ TEL 019-635-0234

第26回北上市民芸術祭参加　第43回謡と仕舞の会
中ホール　開場11：30 開演12：00 終演16：00 北上能楽連合会（髙橋） TEL 0197-64-6161

第26回北上市民芸術祭参加　北上声楽研究会　第37回定期演奏会
大ホール　開場13：30 開演14：00 北上声楽研究会（高橋） TEL 0197-64-1178

第26回北上市民芸術祭参加　第34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（和賀） TEL 0197-64-7761

日報リーダーズサークル北上例会　『古謝美佐子コンサート・沖縄のこころのうた』
大ホール　開場17：30 開演18：30 終演20：30 岩手日報社北上支局 TEL 0197-63-4265

きたかみサロン音楽会2016　vol.1  野尻小矢佳（のじりさやか）×新崎誠実（あらさきなるみ）　～打楽器×ピアノ 音のミュージアム～
小ホール　開場18：30 開演19：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

交通安全の集い2016
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 北上地区交通安全対策連絡協議会（地域づくり課生活安全係） TEL 0197-72-8301

笑いで応援！　「志の輔らくご」　　立川志の輔独演会2016
大ホール　開場13：00 開演13：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

第49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15：45 北上市地域婦人団体協議会北上支部（向口） TEL 0197-63-5688 080-8219-3607

第26回北上市民芸術祭参加　北上ミューズコーラス隊　合唱コンサート
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 北上ミューズコーラス隊 TEL 0197-65-4416（菅原） 0197-67-0816（千田）

ふたば認定こども園　双葉幼稚園　園児発表会
大ホール　開場9：00 開演9：20 終演12：00 ふたば認定こども園 双葉幼稚園 TEL 0197-65-2800

第26回北上市民芸術祭参加　北上ウインドアンサンブル　第4回定期演奏会
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：30 北上ウインドアンサンブル（熊谷） TEL 080-5220-4416

第26回北上市民芸術祭参加　黒沢尻歌舞伎公演
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

第26回北上市民芸術祭参加　北上吹奏楽団　第41回定期演奏会
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

第26回北上市民芸術祭参加　第19回北上民謡保存会発表会
中ホール　開場10：00 開演11：00 終演15：00 北上民謡保存会事務局（瀬辺） TEL 080-1831-7976

800 1,000

1,200
高校生800

1,500
高校生1,000

1,200 1,500

1,000 1,300

500 700

600 800

2,000
大学・高校生500

2,300
大学・高校生500

午前から
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

午後から
混雑
夕方から
混雑

夕方から
混雑

午後から
混雑

11/12（土）

11/12（土）

11/13（日）

11/13（日）

11/18（金）

11/20（日）

11/20（日）

11/22（火）

11/23（水・祝）

11/23（水・祝）

11/25（金）

11/26（土）

11/27（日）

11/27（日）

11/29（火）

12/1（木）

12/2（金）

12/3（土）

12/4（日）

12/4（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

11月上旬より販売
ホール取扱予定

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

入場整理券配布中
ホール取扱

入場整理券配布中
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

11月上旬より販売
ホール取扱予定

先着400名
未就学児入場不可

中学生以下無料

３歳以上有料

未就学児無料

中学生以下無料

小学生以下無料

高校生以下無料

※学生券（小中学生500円）は
主催者のみの取扱い
未就学児無料

未就学児入場不可（託児受付終了）

高校生以下無料
※未就学児ホール入場不可、
親子室をご利用ください。

託児アリ
未就学児入場不可

ミューズ

12/9（金）

12/11（日）

12/11（日）

12/18（日）

12/18（日）

完売しました
※高校生以下無料（要予約）
※中学生以下要保護者同伴（要予約）

※３階席は落語鑑賞に向かず、観づらい聞きづらい
お席もありますので、あらかじめご了承ください。
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