
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

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

２月１２日（日）
Valentine　Fair
１部 10：00～　２部 16：00～
模擬挙式、オリジナル料理試食、新作ドレス試着＆撮影

２月１２日（日）
Valentine　Fair
１部 10：00～　２部 16：00～
模擬挙式、オリジナル料理試食、新作ドレス試着＆撮影

次回、３月２６日ブライダルフェア開催！！次回、３月２６日ブライダルフェア開催！！

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

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

金曜日来店の方、豚キムチ定食（¥1000）
串カツ定食（¥1000）に刺身サービス！

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

〒024-0031 北上市青柳町１丁目5-35
TEL/FAX 0197-63-2364

・廃棄物
収集

 運搬中
間処理

・家屋内
の清掃

・廃棄物
収集

 運搬中
間処理

・家屋内
の清掃
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断熱については 木の香の家

祝
第４０回北上市民劇場

特大号

2 月

2017.2.1発行

2 0 1 7

F e b r u a r y

V o l . 1 5 9

保守点検日の為休館
2月21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

P1～2
公演案内
●Sactive倶楽部2017

P3～6
公演案内
●鬼よ燃えろ！
　冬の みちのく 芸能まつり
●第40回北上市民劇場
●ＣＯＡＳＴＥＲ2017
●リー・リトナー＆ジャパニーズ・フレンズ
●さくらホールバンド塾
●子どもの舞台芸術体験事業
　ＫＩＤＳＡＲＴうた＆ダンス
●森山良子with
　ローマ・イタリア管弦楽団
●佐渡裕指揮 東京シティ・フィル
　ハーモニック管弦楽団
●東京スカパラダイスオーケストラ
●松竹大歌舞伎
ＳＡＫＵＲＡ ＮＯＴＥ
●アウトリーチで出会いを重ねて…

C`est bon セ ヴォン
●バンド塾

P7～8
貸館公演紹介
●DUO CONCERT
●東日本大震災復興動画
　制作プロジェクト北上市上映会
●芸人・津軽三味線曲師 菅原 聡 独演会
●専修大学北上高等学校吹奏楽部
　第21回ジョイントコンサート
●第28回春の演奏会
●どれみの会 第35回記念『小さな音楽祭』

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

サテスタ日記
●スタジオさくらーと2017。

Café＆Restaurant Bib
●テラス席

スポンサーさんこんにちは！
●vol.85 アロマ＆ヒーリング海の雫

P9～10
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

発行者：（一財）北上市文化創造 

※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 : 桜桃色（チェリーピンク）
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20172017

あなただけの“特別な”指定席
～Special reserved seat～

「Sactive倶楽部2017」
Coming Soon!

ブラック・ダイク・
バンド

ファツィオリ・プロジェクト
第15回ルービンシュタイン
国際ピアノコンクール　
ガラ・コンサート

2017年の自主事業ラインナップから選りすぐりの公演を、
「誰よりも早く」「好きな席を選んで」「お得に」

セットで購入できるメンバーズ倶楽部！

限定エリアでSactive倶楽部対象基本3公演
を購入できるリーズナブルなプラン

その他 PICK UP 公演

お申込方法など詳しくはP1へ→

4/29
（土・祝）

6/28
（水）

東京スカパラダイスオーケストラ
2017 全国ホールツアー
「TOKYO SKA Has No Border」

佐渡裕指揮
東京シティ・フィル

ハーモニック管弦楽団
 特別演奏会2017

7/9
（日） 9/8

（金）

１１/4
（土）

Doris&Orega + 
水戸芸術館 PRESENTS
COASTER2017

2/27
（月）

2/25・26
（土）（日）

第40回北上市民劇場
「タイムスリップ おに丸くん」

NEW!

10/21
（土）

＋

松竹大歌舞伎
中村橋之助 改め 
八代目中村芝翫襲名披露

登場

基本3公演セット

Sactive倶楽部
ライト

ライト限定エリア席でおためし

Live“SAKURA BAR”vol.4
That'sが～まるちょばSHOW！
＋ロッケンロールペンギン

選べる
sactive

セレクト公演

12/8
（金）

山下洋輔山下洋輔 渡辺香津美

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



会員だけのオトクな4大特典付き！会員だけのオトクな4大特典付き！

16,900円→

基本3公演各S席料金合計

15,210円
10,000円

サクティブクラブ　　　　

20172017

1

NEW!

2 3 4
日時： 3月26日（日）より
 ・サクティブ倶楽部2016の会員様は9:00から先着順にて先行受付開始
 ・一般発売開始…14:00から先着順で受付
 ※3/26の受付日に限りご来館の方が優先です。
 　14時の一般発売開始以降は、窓口や電話にて随時受付します。
会場： さくらホール1Fロビー

◆お申込み方法 さくらホール窓口、お電話にてお申し込みください。
チケット専用ダイヤル

0197-61-3500

基本3公演 希望する方には 追加で選べるマイセレクト公演

4月
発売予定

主催

松竹大歌舞伎
歌舞伎

7/9
（日）

5月
発売予定

主催

ファツィオリ・プロジェクト
第15回ルービンシュタイン
国際ピアノコンクール
ガラ・コンサート

大ホール　開演19:00
全席指定
一般4,500円　一般ペア4,000円
高校生以下2,000円　※未就学児不可

サクティブ価格4250円（ライトは２F席限定）

9/8
（金）

中村芝翫（なかむら　しかん）

気になる公演をお試しで
先どりしたいあなたにはこちら！

Sactive倶楽部
ライト

ライト限定エリア席でおためし

※お一人様につき、4名様分までまとめてお申込可能ですが、代表してお申込になる方は、全員のご氏名、ご住所、連絡先等を必ずお控えください。
※申込後のキャンセル・返金は固くお断りいたします。公演日程等十分にご確認の上、お申込みください。

サクティブ倶楽部は毎年ごと新たに募集しますが、翌年度の先行予約等の特典があります。是非継続したご入会をお願い致します。

※サクティブ倶楽部に関する全てのお問合せは、さくらホールまでお願いいたします。
※お申込み後のキャンセル及び返金は固くお断りいたします。公演日程等を十分にご確認の上お申込みください。
※公演当日は「メンバーズパスポート」を必ずお持ちになり、入場の際にご提示ください。
※サクティブ倶楽部2017の有効期限は平成30年3月31日です。
※登録内容に変更がある場合は、変更内容をご連絡ください。お持ちの「メンバーズパスポート」は変更後もそのままお使いいただけます。

ピアノ

イスラエルのテルアビブで3年に一度開催される「ルービンシュ
タイン国際ピアノコンクール」の入賞者によるガラ・コンサート。
「世界的ピアニストの登竜門」を突破した、次世代を担う若きピア
ニストによる、ファツィオリピアノの音色を楽しめるコンサートです。

ブラック・ダイク・バンド

Live“SAKURA BAR”vol.4

山下洋輔（ピアノ/写真左）&渡辺香津美（ギター/写真右）+ゲスト

That'sが～まるちょばSHOW！
＋ロッケンロールペンギン

大ホール　開場13:30 開演14:00 
全席指定
一般5,400円 高校生以下2,700円
※未就学児不可

サクティブ価格4,860円（ライトは２F席限定） 大ホール
開場14:30
開演15:00
料金未定

中ホール　開場18:00 開演19:00
全席指定　一般5,000円　
サクティブ価格4,500円

11/4
（土） 10/21

（土）

12/8
（金）

6月
発売予定

主催

吹奏楽

夏
発売予定

主催

ジャズ

発売日
未定

主催

誇り高い英国ブラス。輝かしい伝統を受け継ぐ最高峰のバンド
が東北に初登場！金管群が豊麗につくり出す、完璧な均衡を
備えた和音の力強い空間的な拡がりや派手で華麗な演奏から
繊細な演奏まですべてを兼ね備えた、まさに「最強」バンドの
登場です。

下記の各公演チケットを一般
発売に先駆けて「誰よりも」早
く購入することが出来ます。

対象公演はすべて定価10％
OFF！さらに選べる追加公演
も10%OFF！

「マイシート」として共通の「あな
ただけ」の指定席を選べます
（別々に指定することも可能です）

毎月さくらホールPressを郵送
します。これからの公演情報や
見所を洩れなくお届け！　

対象公演以外にも、未発表の公演も追加で先行予約ができます！
これからのお知らせになりますがさくらホールに再登場する、
あの、超有名ピアニストの公演先行予約も実施予定です！

パント
マイム

言葉や文化を超えたパント
マイムのパフォーマンスで
活躍するが～まるちょばの、
抱腹絶倒のサイレントコメ
ディー公演再び！

【注意事項】

※左記の基本特典はすべてございません。基本公演のセット購入のみのプランとなります。

※座席の指定は先着順となりますのでご了承ください。※ライト会員は上記特典は対象外です。

先行予約 チケットは
すべて10%割引

座席指定 さくらホールPress
を毎号お届け

さくらホールに「あなただけ」の席を
指定できる「サクティブ倶楽部2017」
募集開始！平成29年度の自主公演ライン
ナップから選りすぐった公演を一般発売
に先駆けて、誰よりも早くセットで予約
購入できる、さくらホールオリジナルの
メンバーズ倶楽部です。

 ＋ マイセレクト公演も

10％
OFF

10％
OFF

スペシャル

特典

申込受付

入会したお客様には、メンバーズパスポートをお渡しします。
・ 公演ラインナップが一目でわかる「サクティブ倶楽部2017」専用の「共通チケット」です。
・ 公演当日は、本パスポートのご提示でスムーズに入場できます。

ライト限定エリアでの鑑賞となります
松竹大歌舞伎

3F席
ルービンシュタイン

2F席
ブラック・ダイク・バンド

2F席

昼夜二回公演　大ホール　全席指定
特等席7,000円 1等席5,000円
2等席4,000円 3階席2,000円
サクティブ価格6300円（ライトは３F席限定）
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

 ＋ 会員限定の先行予約！

（画像は2016のものです）

※Sactive倶楽部ライトお申込みのお客さまは、松竹大歌舞伎は３F席、ルービンシュタイン国際ピアノ　　コンクール、ブラック・ダイク・バンドは２F席での鑑賞となります。 ※追加料金がかかります。※ライト会員は対象外です。
※Sactive倶楽部会員価格15,210円。（ライトは10,000円）

全国でも奇跡的な豪華共演が実現！

話題の襲名披露がさくらホールに。

※イメージ

P1 P2



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～
共演：メルヴィン・ディヴィス（ベース）、オトマロ・ルイーズ（キーボード）

3/3
（金）

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

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。

じんぼあきら てらいなお こ ほんだまさと

受付中

主催

こども
ＫＩＤＳＡＲＴ2016
キッザート 子どもの舞台芸術体験事業

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）

［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）

幼・保育園年長～小学6年生
第2・第4火曜日（月によって変更あり）
継続参加（10月～3月） 4000円、体験参加 500円

対  象
日  程
参加料
※その他、楽譜代が別途かかります。※兄妹で参加する場合、下のお子さんは半額です。

初回
体験無料

菅家奈津子先生 
（メゾソプラノ歌手）

17：00～18：30
（90分）

講 師

講 師

2/7
（火)
ダンス
クラス

2/28
（火)
うたクラス

発表会をします♪見に来てね！発表会をします♪見に来てね！
ダンス うた3/12（日） 3/20（月・祝）

先生は

アーテ
ィスト！ この1年、うん先生やゲスト先生と

感覚をシゲキしてきました！たくさんの
体験をした子どもたちの1年のしめく
くりをご覧に、どうぞお越しください！！

音楽劇「おにたのぼうし」
あまんきみこ　作
柿崎泰裕　作詞・作曲
節分の夜のおにの子ども「おにた」と
「女の子」のお話をうたでお届けします。
※おにたが物置小屋で見つけた、つのが
隠れる「すてきなぼうし」が登場します。

16：30～ 17：30～

日本人共演アーティストからの特別メッセージをいただきました！
神保彰（ドラマー）
リトナーさんは、日本のク
ロスオーヴァー、フュージ
ョン・シーンに大きな影
響を与えたカリスマで
す。僕の長年の盟友の
素晴らしいピアニスト、オ
トマロ・ルイーズを擁する
日米混合チーム、わくわ
くするような演奏をお届
けしたいと思っています。

寺井尚子
（ヴァイオリニスト）
リー・リトナー＆
ジャパニーズ・
フレンズ・ツアー、
とても楽しみにし
ています。皆様と
共に過ごせます
事を胸に、ハジ
けたいと思って
おります。

リー・リトナー（ギタリスト）
東北の皆さん、こんにちは！もうすぐ僕の古く
からの友人達と一緒に北上を訪れるよ。彰
は、ミュージシャン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
が嬉しいよ。尚子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。雅
人ももちろん、とても才能があり、共演を楽し
みにしているよ。みんなグレイトミュージシャ
ンだね。皆さんにも生演奏を楽しんでもらい
たい！北上で会おう！！

本田雅人
（サックスプレイヤー）
自分にとってアイドル的な存在
だったリー・リトナーのツアー
に参加できるなんて夢にも
思っておりませんでした。
サポートする日米の素晴らし
い顔ぶれも本当に楽しみ。
少しでもリトナーサウンドに貢
献出来れば嬉しいですね。
本番が待ち遠しいです！

─まだ観たことがない方に向けて、物語のあらすじを教
えてください。
定休日のとあるバーに忍び込んだ大泥棒が、仕事にと
りかかろうとしたところ、次から次へとやってくる客たち。
さて大泥棒は・・・そして彼をとりまく人たちはどうなってい
くのか。この続きはぜひ生の舞台でお楽しみください！
─2007年の公演からキャストが一新され、全体的に大
きく変わったなと感じるのはどんなところですか？
場の空気感でしょうか。前回にも増して、某遊園地の
ジェットコースターに乗った時のようなスリル、スピード、
エキサイティングな感覚を、作品を通して味わっていた
だけると思います。
─2017年の「コースター」、特に注目すべきシーン、観ど
ころを教えてください。
なんといっても、妖艶できらびやかな飯島さんの衣裳で
はないでしょうか。
─どんな方に、どんな風に観て欲しい舞台ですか？
舞台を初めて観る方も、たくさん観てきた方も、ゆるゆる
と・・・シートベルトをお忘れなく。（笑）

抱腹絶倒のジェットコースターコメディー開催！！

グラミー賞受賞の
スーパーギタリストに
よるスペシャルライブ
３月３日（金）いよいよ開催！

【主催】ドリス&オレガ 【共催】一般財団法人北上市文化創造  【後援】IBC岩手放送 【制作協力】(株)トップシーン

主演の西村雅彦さんに、観どころを教えていただきました。

40周年記念事業
「市民劇場ライブラリー」発売のお知らせ

エキストラ募集！

多くの方からの「過去の作品を見たい！」や「自分や家族の
関った作品を手に入れたい」との声にお答えして、そこで、
40回の節目を迎える今回、北上ケーブルテレビ（株）様の
ご協力により、全作品をDVD/BDとして販売いたします。

現在、第４０回公演に出演するエキストラ（観光客など）を募
集中です！さくらホールで稽古しておりますので、興味のある
方は、是非見学にお越しください！

今回の市民劇は「現代劇」！ 
東京オリンピックを２年後に控えた2018年８月、第57回北上・みちのく芸能まつりが開か
れている北上駅前に、シベリア抑留で命を落とした旧日本兵の幽霊・シンスケが下り立
つ。成仏できない理由が思い出せない彼は、取り憑いた少年と共に、おに丸くんの力
で57年前、第1回みちのく郷土芸能まつりの会場に送られる。この年は、奇しくも前回の東
京オリンピックの２年前。そこで出会った観月翁という老人から、鬼剣舞に込められた平和へ
の祈り、踊り組を超えた群舞の価値について知らされ、なぜ北上に帰ってきたのかを悟り、
ある決断を下す。

40回公演の当日から予約開始
（2月25日～）

販売/
予約

1巻あたり 3,500円（税込）
5巻セット 10,000円（税込）
※1～5、6～10と並びでの販売。指定は出来ません。

価格

伸介役
高橋 琴音
東京の小学生。
夏休み、父親の郷里・
北上を一家で訪れる。

シンスケ役
藤原 慶
旧日本軍の幽霊。
旧黒沢尻町出身。
シベリア抑留中に
没する。

観月翁役
小山田 久子
郷土芸能の研究家。
第１回みちのく芸能
まつり総指揮。

聖子役
菊地 美香
観月翁の孫娘。

勘吉役
松本 康裕
伸介の父親。
北上を21年ぶりに
訪れる。

奏役
伊藤 藍
伸介の母親。
北上は初めて。

横川／堅川役
小田島 沙季
市職員。
現在の横川、昭和
39年の堅川の2役。

今回私はシンスケという日本
兵の幽霊役を演じます。これま
で幽霊を見た事も無いので、
正直とても難しいです。毎日
台本とにらめっこしながら、目に
見えない幽霊役と必死に格闘
しております。このシンスケと
いう幽霊がどのように物語と
関わっていくのか、そして最後に
シンスケはどうなってしまうのか、
続きが気になる方はぜひ公演
にお越し下さいませ。

今回は講師にプロドラマーの高橋伸之さん等経験豊富なメンバーを迎え、チューニング（調律）方法
や練習していて生じた疑問の解消、ステージに立つための心得など、総合的なノウハウをお伝えします。
オープニングには講師陣の豪華なセッションなども予定しています。経験豊富なバンドマンとなかなか
知り合えることのない人は、ぜひこの機会に、たくさんの質問をぶつけてみてください。リアルな経験から
出たアドバイスをあなたに与えてくれると思います。また、無料のコーナーとして、さくらホールスタッフ
による機材レクチャーやバンドマンへのレクチャーもありますので、是非ご参加ください！P6のC'est 
bon（セ ヴォン）のコーナーで、さくらホールの新機種について説明がありますので、そちらもご覧ください。

2/12
申込
受付開始

主催

さくらホールバンド塾
“経験豊富なバンドマンが伝える、実用バンド講座～” vol.8

3/18
（土）

さくらホールミュージックルーム1 他
13:00 オープニングセッション、無料レクチャーコーナー
14:30〜16:00 各パート（ドラム・ギター・ベース・キーボード）に分かれ
 ての有料講座　一般1,000円 高校生以下500円 ※要予約

バンド

北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし事務局
TEL：090-8617-5346(高橋)
mail：yappeshi@gmail.com

北上市の観光キャラクター
「おに丸くん」

北上市の観光キャラクター
「おに丸くん」

お問合せ先

プロドラマー：高橋伸之

一緒に市民劇
を

盛り上げよう
！

2/12
（日）

主催

発売中

鬼よ燃えろ ！ 冬の みちのく 芸能まつりPart8
民俗芸能

～がんばろう東北！芸能をとおして絆を深める舞台～～がんばろう東北！芸能をとおして絆を深める舞台～

鬼すむ街の物産展鬼すむ街の物産展同 時 開 催

大ホール 開場10:00 開演10:30 終演16:30（予定）
1階席【指定席】 前売　一般2,500円 小・中学生1,500円 未就学児500円 
 当日　一般3,000円 小・中学生2,000円 未就学児500円
2・3階【自由席】 前売　一般2,000円 小・中学生1,000円 未就学児無料
 当日　一般2,500円 小・中学生1,500円 未就学児無料
 ※小・中学生と未就学児の指定席の取扱いは、さくらホールのみ。

第１部…北上の民俗芸能（10：30～） 北上市内の多様な民俗芸能を鑑賞しましょう。
①黒岩太鼓　②門屋太神楽　③長清水山伏神楽　④早池峰嶽流綾内神楽　⑤二子築舘神楽

第２部…若人の熱演（13：00～）  民俗芸能に取り組む青少年の熱演です。
①若手民謡…佐藤龍雅（第10回津軽三味線日本一決定戦ジュニアの部 優勝）　②和太鼓「戦～兵どもが夢のあと～」（岩手県一関第二高等学校）
③秋田民謡「宝船」（秋田県立由利高等学校）　④鬼剣舞（岩手県立北上翔南高等学校）

第３部…まつりの賑わい（14：15～）  各地の祭りをお楽しみください。
①金津流獅子躍群舞…梁川獅子躍（奥州市梁川）、伊手獅子躍（奥州市伊手）、軽石獅子躍（奥州市広瀬）、浦浜獅子躍（大船渡市越喜来）
②陸中弁天虎舞（大槌町）　③秋田の竿灯（秋田県）

第４部…鬼よ燃えろ！（15：15～）  鬼剣舞の競演で大いに燃えよう！ 
①鬼の饗宴…谷地鬼剣舞・北藤根鬼剣舞
②鬼剣舞大群舞…岩崎鬼剣舞・相去鬼剣舞・御免町鬼剣舞・口内鬼剣舞・鬼柳鬼剣舞・二子鬼剣舞・黒岩鬼剣舞・黒沢尻北鬼剣舞（囃子方 岩崎鬼剣舞）

【主催】北上市文化財活性化実行委員会　問い合せ先：北上市教育委員会教育部文化財課 0197-65-0098（埋蔵文化財センター内）

演劇

発売中

共催

Doris&Orega + 水戸芸術館 PRESENTS
COASTER2017
2/27
（月）

大ホール　開場18:30 開演19:00
全席指定　5,500円
※未就学児入場不可(予約制託児サービス有)

2007年に人気沸騰となった「COASTER」が豪華キャスト陣を新たに迎え、新しい
物語になってよみがえる！さくらホールでは、2013年開催した「ブラザーブラザー」以来
のエンターテイメントコメディ！！この機会をお見逃しなく。

世界を代表するジャズ・フュージョンギタリストの
リー・リトナーが、トップクラスの演奏テクニックを
誇る海外ミュージシャンを引きつれ、日本屈指
のミュージシャンと共演します。東北では２か所
のみ開催！この機会をお見逃しなく！！

【北上】さくらホール、江釣子SCパル 【花巻】なはんプラザ
【奥州】奥州市文化会館Zホール 【盛岡】カワトク
ローソンチケット　0570-084-002（Lコード21688）

託児あり
（要予約）

西村雅彦 浅利陽介 MEGUMI 本多力
（ヨーロッパ企画）

鴈龍太郎 デビット伊東 飯島直子

2/25・26
（土）（日）

第40回北上市民劇場
「タイムスリップ おに丸くん」

中ホール　
初日 2月25日（土）　開場17:30 開演18:00
楽日 2月26日（日）　開場13:30 開演14:00
一般 前売1,000円 当日1,200円 小学生以下無料

発売中

共催

演劇

作：松田真学／演出：中野 健
主催：一般財団法人北上市文化創造・北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし
出演：二子鬼剣舞・行山流口内鹿踊り

ま つ だ まさひさ な か の 　 け ん

プレイ
ガイド

北上市内・外の物産品や、おに丸くんがおすすめの自慢の味を
ご紹介します。お昼ごはんもこの物産展でお召し上がりください！

託児あり
（要予約）

P3 P4



①飯豊中学校の音楽
室。全員が丸く座って
参加型のアウトリーチ。

共催

発売中

コンサート
森山良子 with ローマ・イタリア管弦楽団
4/13
（木）

大ホール　開場18:15　開演19:00
全席指定　S席7,800円 A席6,000円
※未就学児入場不可

【主催】岩手日報社、IBC岩手放送、エフエム岩手、BSフジ、サンライズプロモーション東京　問い合せ先：岩手日報社事業部　019-653-4121

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、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

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

チャイコフスキー：アンダンテ・カンタービレ
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番ハ短調op.18
チャイコフスキー：交響曲第5番ホ短調op.64

プログラム

オーケストラ公演を楽しむための
「ロシア作曲家」レクチャー
　　　～チャイコフスキー＆ラフマニノフの魅力～

開場13:00 開演13:30 入場無料（約90分）要予約

お電話またはさくらホール窓口にて申込受付中

内容： 作曲家にまつわる興味深い話や楽曲の特徴をピアノ
実演を織り交ぜて解説。

講師： 佐藤彦大（盛岡市出身ピアニスト）
講師・ナビゲーター：名須川明子（北上市在住ピアニスト）
会場：大ホール

なすかわあきこ

さとうひろお

世界のマエストロが贈る情熱のシンフォニー。話題の天才ピアニスト反田恭平、初の全国ツアー！

4/29
（土・祝）

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
※ペア各500円割引　※高校生以下半額（各券種限定50席のみ）
※各種割引チケットはさくらホール窓口・インターネットのみ
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

6/28
（水）

大ホール　開場18:30 開演19:00
全席指定　6,200円
※未就学児童入場不可

主催：一般財団法人北上市文化創造、株式会社IBC岩手放送
企画制作：ソニー・ミュージックアーティスツ
後援：JUSTA RECORD、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
協力：キョードー東北

ポップス

4/22
一般発売

共催

東京スカパラダイスオーケストラ　2017 全国ホールツアー
TOKYO SKA Has No Border

クラシック

佐渡裕指揮
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 特別演奏会2017

さ　　　ど　　ゆたか

ベルリン・フィルを始めヨーロッパの一流オーケストラを指揮する佐渡裕
が、ウィーンの名門トーンキュンストラー管弦楽団音楽監督に就任後、初
めて国内オーケストラを率いて行う全国１２箇所のツアー。かつて全国９
都市で、スタンディングオベーションを巻き起こす熱狂ぶりだった「佐渡&
東京シティフィル」による情熱のシンフォニーをお届けします。プログラム
は、ピアノ協奏曲の最高峰の一つラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」。佐
渡の十八番であり、交響曲史上屈指の人気曲として名高いチャイコフス
キー「交響曲第5番」を演奏します。ソリストは、東京で３夜連続コンサー
トが一般発売当日に完売、「情熱大陸」、「題名のない音楽会」に出演、
話題沸騰中の天才ピアニストの反田恭平が初の全国ツアーで出演しま
す！オーケストラの魅力を存分にお楽しみください。

「この広い野原いっぱい」「涙そうそう」「さとう
きび畑」など、数々のヒット曲を生み出し、透明
感のある歌声と歌唱力で、名実ともに日本の
トップシンガーとなった森山良子。その素晴しい
歌声を、ローマ・イタリア管弦楽団のクオリティ
の高い音楽と共にお楽しみください。

武道館で1万人以上を動員してのデビュー25周年公演、ブラ
ジルサンパウロで行れたリオオリンピックの聖火イベント出演、
そして宮古市での吹奏楽を志す約100名の小学生とのセッシ
ョンなど、年齢も国籍も関係なく音楽で繋がっていく、まさしく
「Noborder」な東京スカパラダイスオーケストラ！2015年10月
から開催された「叶えた夢に火をつけて燃やす」以来のホール
ツアー。そして岩手県では久方ぶりのホールツアーとなる今回
は、6月28日(水）、ここさくらホールにて開催されます！
ホール公演ならではのサウンド、ボーダレスなパラダイス、
毎回進化するトーキョースカを北上で体感しよう！

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団佐渡裕 反田恭平

サブイベント
のご案内

4/15
（土）

主催

発売中

©Takashi Iijima ©Andrea Monachello ©大窪道治

そりたきょうへい

さくらホールのC'est bon（おいしい）な情報を新鮮なタッチでお届けします！ さくらホールのC'est bon（おいしい）な情報を新鮮なタッチでお届けします！ 
C'est bon C'est bon セ ヴォンセ ヴォン バンド塾

さくらホールでは、毎年大晦日にバンドライブを開催しています。年末にもかかわらず、バンドを始めて間も
ない高校生からベテランの社会人まで、沢山のバンドさんに出演いただいています。さて、そうしたライブ
に出演するには、ある程度の練習が必要となります。さくらホールはドラムやアンプを備えた練習部屋
が３部屋あり、開館当初からずっとそうしたバンドマンを応援し続けています。ここ数年は“バンド塾”を
企画し、ギター、ベース、ドラムのチューニング（調律）方法などの基礎から、アンプの取扱いや効果的
な練習方法、そしてステージに立つための音響・照明など総合的なノウハウを、経験豊かな講師陣に
レクチャーしていただいています。今年度最後のバンド塾は3月18日（土）に開催します。今回は講師
に高橋伸之さん（浜田省吾等のバンドを経て、現在は香西かおり等で活躍中！）を迎え、実践的な演奏
テクニックセミナーと、さくらホールに新しく導入されたギターアンプ、Marshall JVM410H（通称マーシャル）
とMesa/Boogie Dual Rectifier（通称メサブギ）の取扱いレクチャーも行います。自分で選んで
おいて言うのもなんですが、このアンプ達、GOODです！レクチャーを受けた方から練習部屋に貸出し
ますので、是非ご参加ください！さくらホールはこれからもバンドマンを応援します！（辰）

2008年 Perfect Future Tour
2009年 and PARADISE goes on..TOUR
以来8年ぶり、3回目のスカパラさくらホール公演！

さくらホール限定先行発売スタート！

さくらホール窓口・TEL・インターネットで購入可
(TEL 0197-61-3500／HP http://www.sakurahall.jp)

2月19日(日)9:00～

4月
発売予定

主催

松竹大歌舞伎
中村橋之助 改め 八代目中村芝翫襲名披露
中村国生改め 四代目中村橋之助 　　　　
中村宗生改め 三代目中村福之助 襲名披露
中村宜生改め 四代目中村歌之助 

昼夜二回公演　大ホール　全席指定
特等席7,000円 1等席5,000円 2等席4,000円 3階席2,000円
※ペア、グループ等の割引チケットの取扱いはさくらホールのみです。
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

歌舞伎

7/9
（日）

5/28
（日）

今年の松竹大歌舞伎は、古典歌舞伎の名作。 
話題の襲名披露公演をお楽しみ頂けます。 

定番サービス
ペア割

定番サービス
ペア割

昼・特等席×2名様昼・特等席×2名様

昼夜・1等席×2名様昼夜・1等席×2名様
各500円引！各500円引！
各500円引！各500円引！

皆でわいわい
グループ割
皆でわいわい
グループ割
昼・夜 特等席×4名様昼・夜 特等席×4名様

各700円引！各700円引！
特等席限定ペア特等席限定ペア
各1,000円各1,000円
割引！割引！

一番お得な
夜割

一番お得な
夜割

中村梅玉 中村福之助 中村橋之助 中村芝翫中村歌之助
なかむら　ばいぎょく なかむら　ふくのすけ なかむら　はしのすけ なかむら　しかんなかむら　うたのすけ

かぶきはじめて塾かぶきはじめて塾

託児あり
（要予約）

今年も開催します！歌舞伎プレセミナー

ローマ・イタリア管弦楽団森山良子

プレイ
ガイド

ローソンチケットPG/LAWSON/ミニストップ/チケットぴあPG/セブン-イレブン/
サークルK・サンクス/e+/FamilyMart/各PD WEB販売有
【北上】北上さくらホール、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、カワトク※４/22以降

「ホールを飛びだせ！」平成18年度にクラ
シック音楽を身近な場所までお届けする
アウトリーチを始めて10年が経ち、これま

でに80回のアウトリーチで3,220人の皆さんと一緒にナ
マのクラシック音楽を楽しみました。①音楽室くらいの
小さな空間で、②小学生なら45分くらいの短い時間で、
③話しの内容が伝わる少ない人数で、を基本に演奏家と
お届け先の皆さんを繋いできました。平成28年度は、
北上市内の中学校全校（9校）に伺いました。感受性と
個性が豊かな生徒さんと演奏家が、クラシック音楽を
通して交流し、とても豊かな時間となりました。これから
も、クラシック音楽に馴染みのない方やさくらホールに
足を運びにくい方など、町のあちらこちらにクラシック音楽
をお届けするアウトリーチに取組んでいきます。これから
の10年も新たな出会いを重ねていきます。（真） 

アウトリーチで出会いを重ねて・・・ 10年 と 80回 と 3,220人 と 新たな挑戦

②打楽器奏者の野尻
小矢佳さんがいろいろな
種類の楽器を使って打楽器
ワールドを繰り広げます。

③いつもの音楽室のいつもの
ピアノも、ピアニストの新崎誠実
さんが弾くと違う音に聴こえる！
ピアノの下の大迫力の音のシャワー
を全身で浴びる、幸せな時間です。
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㍿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

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

2018年3月の大・中・小ホール（区分利用）
2017年6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※受付開始前に利用が決定している催事もありますので、事前にお問い合わせください。
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

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  11：00～15：00 　 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 

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）

アロマ＆ヒーリング海の雫
vol.85

どれみの会 第35回記念
『小さな音楽祭』

3/20
（月・祝）

中ホール
開場9:15 開演9:30 終演11:30
開場13:15 開演13:30 終演16:30
全席自由　入場無料

月替わりpickupでより詳しくご紹介します。

2017年3月の利用調整会議※受付18:00～18:30
3月1日（水）18：30から下記の申込の調整を開始します

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。

【主催】
岩手県吹奏楽連盟北上支部、
和賀地区中学校文化連盟、
岩手県高等学校文化連盟北上支部
問い合せ先：
岩手県立黒沢尻北高等学校
0197-63-2181

指揮にブリヂストン久留米
吹奏楽団名誉指揮者の
小野照三先生をお招きし
ます。北上市内の中学校、
高等学校、一般の団体が、
それぞれ合同バンドを結成
して演奏します。

入場
無料

音楽祭

第28回 春の演奏会

3/19
（日）

大ホール　開場13:30 開演14:00 
全席自由　前売600円 当日800円
未就学児無料

主催者へ
お問合せ
ください

演奏会

専修大学北上高等学校吹奏楽部
第21回ジョイントコンサート
3/12
（日）

大ホール
開場13:30 開演14:00 終演16:00
全席自由     
前売400円 当日500円    

主催者へ
お問合せ
ください

コンサート

DUO CONCERT
～日本を代表するコントラバス奏者
　前田芳彰と阿部美礼による待望の岩手公演～

2/26
（日）

小ホール
開場　14:30 開演15:00
全席自由
前売 一般2,000円 高校生以下1,000円
当日 一般2,500円 高校生以下1,500円
※未就学児入場不可

発売中

コンサート

芸人・津軽三味線曲師
菅原 聡　独演会
すが  わ ら さとる

3/11
（土）

中ホール
開場11:30 開演12:30 終演15:30
全席自由
前売 大人3,500円 高校生2,000円
 中学生1,000円 小学生500円
当日 大人4,000円 高校生2,500円
 中学生1,500円 小学生1,000円
※未就学児入場無料

発売中

三味線

【主催】玉山音楽教室
問い合せ先：玉山音楽教室（玉山） 090-2849-5897

【主催】菅原聡事務所
問い合せ先：菅原聡事務所（佐藤） 0197-23-7779／090-4558-8400

【主催】専修大学北上高等学校吹奏楽部
問い合せ先：専修大学北上高等学校 0197-63-2341

【主催】ベル企画
問い合せ先：ベル企画 090-5501-1524 【主催】岩手県　問い合せ先：（株）IBC岩手放送 019-623-3131

ピアノ・歌科の生徒さん達の発表会です。クラシックからポップスまで
幅広いジャンルの演奏です。今年は第35回記念ゲストとして「金星
少年少女オーケストラ」の演奏もあり、小さなお子様から大人の方
までお楽しみ頂けます。

第21回を迎えたジョイントコ
ンサートは、今までのＯＢとの
合同演奏に加え、ゲストとして
盛岡を拠点にするマーチング
バンド、ベルウェザースや、
花北青雲高等学校吹奏楽部
と高田高等学校吹奏楽部を
迎え、合同演奏あり、マーチ
ングありの華やかなステージ
を計画しております。皆様の
来場をお待ちしております。

東日本大震災からの復興への歩みを全国へ、世界へ、そして未来へ
と発信していくためにＡＬＬ岩手の制作スタッフ、キャストで制作された
復興ドラマの北上市上映会。
制作：岩手県　
監督：下山和也（盛岡市）、都鳥拓也・伸也（北上市）
特別出演：村上弘明、長谷川初範、藤田弓子 他

こんにちは、Bibです♪朝晩はまだまだ冷え込みますが、
日中の暖かいポカポカ陽気に包まれながら、テラス席での
ランチやお茶も素敵ですヨ！たくさんの皆さまのお越しを
お待ちしております。寒い日が続きますが、お風邪など召さ
れませんようお体にお気をつけてお過ごしください。

整理券
申込
受付中 3/5

（日）

大ホール　開場12:30 上映13:30 終了15:00
全席自由 　入場無料
※入場整理券は特設サイトから申込（先着順）
　http://www.iwatefukkoudouga.jp/

東日本大震災
復興動画制作プロジェクト
北上市上映会

上映会

東京佼成ウインドオーケストラで
活躍するコントラバス奏者、前田芳彰
（まえだよしあき）と北上市出身の
ピアノ奏者、阿部美礼（あべみらい）
によるデュオコンサート。コントラバス
の優しい音色とピアノと朗読（!?）で、
きっと誰もが心に染みいる癒しの
時間となること間違いなし！！貴重な
この機会を是非お見逃しなく！！

“若い世代の芸人さん達から「伝説の三味線
弾き」と言われる所以は、三味線を弾きながら
唄う弾き語りにある”
アレンジ一つせず本流の民謡を大切にする心
が聴く者の心を魅了します。地元の唄い手
小田嶋エミと三味線奏者、子ども達の出演で
綴る楽しい舞台です。ぜひご一緒に唄って
ください。皆様の御来場をお待ちしております。

スタジオさくらーと2017。

1月6日、年明け1回目の生放送ラジオ“スタジオさくらーと”は通
算687回目の放送でした。
大晦日のファイナルライブでCast De-Rayがグランプリとレコー
ディング権を獲得した話や、1月2日にはさくらホールオリジナル
ダンス「はやて」をみんなで踊ったり、北上市民劇の「すし」と
いう作品のリーディングを見て笑ったり、子どもたちに参加して
もらってお餅つきをしたりというお話もしました。
ラジオではさくらホールで開催される催し物を中心に、文化、
芸術に関する情報などを発信しています。

2017年も期待大のイベントが盛りだくさん！イベントに関わる楽
しいお話を盛り込んでいきます！毎週金曜日19:30より放送の
エフエム岩手（76.1MHz）を是非お聴きください。

こんにちは！アロマ＆ヒーリング海の雫です。さくらホール第二駐車場南側にあります。ショップか
ら季節のおススメは抗菌効果のあるアロマ！マスクにスプレーしたり、お部屋にディフューズして
ウイルスなどの菌から身を守りましょう。100％天然成分なので安心して使っていただけます。
使い方などお気軽にご相談ください。サロンでは高品質のアロマを使ったアロマセラピーや東
北では当店だけのフェイシャルメニューも！ショップは男性のお客様も大歓迎！アロマ男子も増え
ています。みなさまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。

アロマ＆ヒーリング海の雫
水素吸入suisonia岩手県初導入
アロマセラピー・ハーブの専門店
生活の木パートナーショップ
ご予約・お問合せ 0800-800-5679（岩手県内通話無料）

北上市柳原町５丁目14-22（さくらホール第二駐車場南側）

営業時間10：00～19：00／定休日 木曜日
海の雫　北上 検索

キャスト　ディレイ

カフェ&レストランBib
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国
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さくら野
百貨店
北上店

ホテル
ルートイン
北上駅前

ツインモール
　  プラザ

さいとう
製菓

牛たん佐助
和かな

大黒や

一心

東北電力

東山堂 GS

GS サンクス

きくすい

セブン-イレブン
北上自動車学校

ヤマダ電機

幸楽苑

郵便局

アメリカンワールド

MONTEIN HOTEL

ホ
テ
ル
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
北
上

トイザらス ビッグボーイ

さくら
ホール

江
釣
子
S
C
パ
ル

↑
花
巻

水
沢
↓

江
刺
→

→
釜
石・遠
野

P

東
北
自
動
車
道

P

柳原駅

↑
青
森

仙
台
↓

市役所

消防署

国道107号
北上
江釣子
I.C

北
上
駅しゃぶ葉北上店

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

2017年1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／さくら野百貨店北上店 　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29年1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。

2/20（月）

2/19（日）

盛岡市民文化ホール
小ホール

（マリオス内）
トロンボーン＆テナーホーン ソロリサイタル 2/11（土）

花巻市文化会館
大ホール

萩咲く頃に
トム・プロジェクト　プロデュース

2/13（月） 矢巾町文化会館
田園ホール田園寄席　林家三平　落語会

第17回奥州前沢劇場
「青春の坂道～前沢高校 我らが母校～」

BELLWETHERS 
MARCHING LIVE 2017

3/19（日）

奥州市文化会館
（Zホール）
大ホール

イワブチ杯争奪
第5回舞踊奥州大会 4/2（日）

岩手県民会館
大ホール

積水化学presents
辻井伸行×服部百音
究極の協奏曲コンサート

4/26（水）

奥州市文化会館
（Zホール）
中ホール

前沢
ふれあいセンター

2/19（日） 盛岡劇場
メインホール

スタジオ DANCE ONE
新☆男塾「参上」
DANCE ONE・男子新体操パフォーマンス

2/19（日） 岩手県民会館
中ホール

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

参加費無料（申込不要）

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

3,500

S席 6,500（ペア6,000×２枚） 高校生以下3,250
A席 5,000（ペア4,500×２枚） 高校生以下2,500

受付終了

─

─

1,500
高校生以下1,000

全席
指定

全席
指定

全席
指定

全席
自由

全席
自由

5,500

特設サイトから整理券申込み
　http://www.iwatefukkoudouga.jp/

全国公立文化施設協会ホームページから申込み
http://www.zenkoubun.jp/training/technic.html

（対象：関係者、舞台に関心のある方）

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
指定

全席
自由

一部
指定

一部
指定

一部
指定

一部
指定

─

一部
自由

ＮＨＫチャリティーステージ 「いないいないばあっ！ あつまれ！ワンワンわんだーらんど」北上公演 ※公開収録
大ホール　開場①10：00②13：30 開演①11：00②14：30 ＮＨＫ盛岡放送局 HP http：//www.nhk.or.jp/morioka/

第26回北上市民芸術祭参加 北上ミューズコーラス隊 第18回定期公演 ミュージカル『どんぐりと山猫』
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）

平成28年度　合同研修会　講師：藤田孝典氏（「下流老人」著者）　「全世帯に広がる生活課題の現状と地域での支えあい」
大ホール　開場13：00 開会13：30 講演14：10 閉会15：40 社会福祉法人北上市社会福祉協議会 TEL 0197-64-1212

きたかみサロン音楽会ｖｏｌ．2　ピアノデュオ ドゥオール ～4手で奏でる至福の時間～ 藤井隆史＆白水芳枝 
小ホール　開場18：30 開演19：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

平成28年度　北上市児童生徒表彰式 
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 北上市教育委員会 TEL 0197-64-2111（内線3468）

パリ管弦楽団　首席フルート奏者　ヴァンサン・リュカ　フルートリサイタル2017 
小ホール　開場18：30 開演19：00 終演21：00 ヴァンサン・リュカ フルートリサイタル実行委員会 TEL 080-3195-8267

第40回北上市民劇場　「タイムスリップ おに丸くん」 
中ホール　25日 開場17：30 開演18：00　26日 開場13：30 開演14：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

平成28年度 北上市芸術文化功労等表彰式並びに北上市体育功労等表彰式
小ホール　開場13：30 開会14：00 閉会15：00 北上市まちづくり部生涯学習文化課芸術文化係 TEL 0197-72-8304

Ｄｏｒｉｓ＆Ｏｒｅｇａ＋水戸芸術館ＰＲＥＳＥＮＴＳ「ＣＯＡＳＴＥＲ2017」 
大ホール　開場18：30 開演19：00 ドリス&オレガ TEL 03-6427-3761（平日12：00～17：30）

平成28年度　岩手県立北上翔南高等学校　卒業証書授与式
大ホール　開会10：00 閉会12：00 岩手県立北上翔南高等学校 TEL 0197-71-2122

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～
大ホール　開場18：00 開演19：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

東日本大震災　復興動画制作プロジェクト　北上市上映会
大ホール　開場12：30 開演13：30 終演15：00 ㈱ＩＢＣ岩手放送 TEL 019-623-3131

リトルミュージシャンコンサート
中ホール　開場12：50 開演13：30 終演15：30 北上正時堂ハーモニーセンター TEL 0197-63-3408

平成28年度 全国劇場・音楽堂等技術職員研修会2017　テーマ「舞台照明・舞台音響の最新動向～LED照明と音像定位～」
大・小ホール　3/6 受付12：20～　3/7・8 受付9：30～ 公益社団法人　全国公立文化施設協会 TEL 03-5565-3030

芸人・津軽三味線曲師　菅原聡（すがわらさとる）　独演会
中ホール　開場11：30 開演12：30 終演15：30 菅原聡事務所（佐藤） TEL 0197-23-7779／090-4558-8400
専修大学北上高等学校吹奏楽部　第21回ジョイントコンサート
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 専修大学北上高等学校 TEL 0197-63-2341

キッザート　子どもの舞台芸術体験事業　ダンス発表会
小ホール　開演16：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

第28回　春の演奏会
大ホール　開場13：30 開演14：00 岩手県吹奏楽連盟北上支部（岩手県立黒沢尻北高等学校） TEL 0197-63-2341

どれみの会　第35回記念　『小さな音楽祭』
中ホール　開場①9：15②13：15 開演①9：30②13：30 終演①11：30②16：30 玉山音楽教室（玉山） TEL 090-2849-5897

キッザート　子どもの舞台芸術体験事業　うた発表会
小ホール　開演17：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

渥美二郎コンサート
大ホール　開場17：00 開演17：30 サン企画（佐藤） TEL 090-8788-3839

デュオコンサート　～日本を代表するコントラバス奏者前田芳彰と阿部美礼による待望の岩手公演～
小ホール　開場14：30 開演15：00 ベル企画 TEL 090-5501-1524

700
中学生以下500

1階
【指定席】

2階・3階
【自由席】

一般2,500
小・中学生1,500

一般2,000
小・中学生1,000

1階
【指定席】

2階・3階
【自由席】

一般3,000
小・中学生2,000

一般2,500
小・中学生1,500

1,000
中学生以下800

3,000
学生1,500

3,500
学生2,000

1,000 1,200

400 500

600 800

2,000
高校生以下1,000

大人 3,500
高校生 2,000
中学生 1,000
小学生 500

大人 4,000
高校生 2,500
中学生 1,500
小学生 1,000

2,500
高校生以下1,500

午後から
混雑

夕方から
混雑

午後から
混雑

夕方から
混雑

午後から
混雑

午後から
混雑

午後から
混雑

夕方から
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

2/5（日）

2/5（日）

2/8（水）

2/9（木）

2/11（土）

2/12（日）

2/16（木）

2/24（金）

2/26（日）

2/27（月）

3/1（水）

3/3（金）

3/5（日）

3/5（日）

3/11（土）

3/12（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

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

発売中
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

主催者へ
お問合せください

関係者のみ参加

どなたでも参加可

未就学児入場不可

未就学児無料

未就学児無料

小学生以下無料

学校関係者及び
保護者のみ参加

先着順の受付けと
なります。

申込受付期間
2月17日（金）まで

未就学児入場無料

未就学児入場不可

指定席：未就学児500円
自由席：未就学児無料

未就学児
膝上鑑賞無料

（着席の場合有料）

＊再放送予定
２月２６日（日）【Ｅテレ】
 午前７時３０分～８時
午後５時～５時３０分

女神たちが贈る素敵なコンサート
ミューズ

3/12（日）

3/19（日）

3/20（月・祝）

3/20（月・祝）

3/26（日）

鬼よ燃えろ！　冬の　みちのく　芸能まつり　Ｐａｒｔ8 
大ホール　開場10：00 開演10：30 終演16：30 北上市教育委員会教育部文化財課 TEL 0197-65-0098（埋蔵文化財センター内）

託児アリ
未就学児入場不可

託児アリ
未就学児入場不可

託児アリ
未就学児入場不可

2/25（土）
2/26（日）

まえだ よしあき あ　べ  みらい

3/6（月）
～3/8（水）
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