
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

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

㈲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

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
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断熱については 木の香の家

・廃棄物収集
 運搬処分
・家屋内の清掃

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

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
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

〒024-0083 北上市柳原町5丁目14-22
 さくらホール第2駐車場南側
ホームページ http://aromashizuku.com
定休日 木曜日 

〒024-0083 北上市柳原町5丁目14-22
 さくらホール第2駐車場南側
ホームページ http://aromashizuku.com
定休日 木曜日 

ご予約・お問い合わせ 0800-800-5679（岩手県内通話無料）
アロマ＆ヒーリング海の雫アロマ＆ヒーリング海の雫

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！！

お客様感謝デーお客様感謝デー
プレー費：￥2,900

食堂も営業しております。お気軽にご来場ください。

北上市民ゴルフ場
TEL 0197-67-3011

http://kitakamishimingolf.com

｜6/14（水）｜6/21（水）｜
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保守点検日の為休館
6月20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

P1～3
公演案内
●松竹大歌舞伎
●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
●ブラック・ダイク・バンド
●立川志の輔独演会2017
●辻井伸行音楽と絵画コンサート
●レ・フレール ニューアルバム発売記念
　ピアノライブ
●coba tour2017
●That’sが～まるちょばSHOW!

P4～6
募集・公演案内
●子どもの舞台芸術体験事業
　ＫＩＤＳＡＲＴうた＆ダンス
●第41回北上市民劇場
●さくら盆ジュール2017
●さくらホールバンド塾
●きたかみサロン音楽会

貸館公演紹介
●劇映画「母」上映会
●「ポプラの秋」上映会
●専修大学北上高等学校吹奏楽部
　第28回ファーストコンサート
●北上合唱アカデミー
　第25回定期演奏会
●佐藤しのぶコンサート
●岩手県立黒沢尻北高等学校吹奏楽部
　第55回定期演奏会
●岩手県立北上翔南高等学校鬼剣舞部発表会
●ＡＬＩＶＥ ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ2017

P7～8

ＳＡＫＵＲＡ ＮＯＴＥ
●利用案内がリニューアル
●パーソナルオーディオシステム

さくらホールnavigation
●vol.13 ～多目的室にミラー常設～

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

館内レストラン
●恵び寿庵（えびすあん）紹介

募集
●フロント研修
●芸術工房ミッションワーキング

スポンサーさんこんにちは！
●vol.89　和かな北上店

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）

12/15
（金）

辻井伸行
音楽と絵画コンサート

8/26
（土）

笑いで応援！『志の輔らくご』
立川志の輔独演会2017

9/3
（日）

レ・フレール
ニューアルバム
発売記念ピアノライブ
～レ・フレール結成15周年
　　　　記念日スペシャル～

7/9
（日）松竹大歌舞伎

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



大ホール　昼公演 開場12:00 開演12:30
 夜公演 開場16:30 開演17:00
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）

同時解説
イヤホンガイド
使用料700円

発売中

主催

歌舞伎

7/9
（日）

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

JR北上駅 東口→まちなかターミナル→さくらホールJR北上駅 東口→まちなかターミナル→さくらホール

昼公演限定 送迎バスあります！昼公演限定 送迎バスあります！
片道300円
往復500円
片道300円
往復500円

要予約要予約
定員に達し次第終了定員に達し次第終了

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

猩　々 水の中に棲む酒好きで無邪気な中国の伝説の霊獣、猩々を巧みに表現した、格調高い華やかな舞踊をご覧いただきます。
口　上 裃姿の俳優が舞台に並び、皆様に八代目中村芝翫、四代目中村橋之助、三代目中村福之助の襲名披露のご挨拶を
 申し上げる華やかな一幕です。
熊谷陣屋 人生の儚さが胸をうつ屈指の名作を、新芝翫が四世芝翫の型で演じます。

見
ど
こ
ろ

見
ど
こ
ろ

9/8
（金）

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

共催
6/11
発売

大ホール　開場18:30 開演19:00
全席指定　一般4,500円 ペア4,000円
高校生以下2,000円
※未就学児入場不可

6/16
（金）

イヤホンガイドこぼればなしイヤホンガイドこぼればなし
～歌舞伎の楽しみ～

講師：（株）イヤホンガイド
藤森茂穂（ふじもりしげほ）

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

8/26
（土）

笑いで応援！『志の輔らくご』
立川志の輔独演会2017

主催
6/18
一般発売

大ホール　開場13:00　開演13:30
全席指定　一般3,500円
復興応援席　1,500円 ※取扱いはさくらホールのみ
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

立川志の輔師匠の熱い意志のもと、被災された方 も々いっしょに楽しんで
いただける落語会が今年もやってきました。みんないっしょになって大声
を出して笑って笑って満開の笑みの花を咲かせて頂けますよう、心よりお
待ちしております。完売必至のため、チケット発売日をお忘れなく！！

さくらホール2階多目的室　開場18:30 開演19:00
入場無料（要事前予約）　予約受付中（先着30名様）

イヤホンガイドとは音声の「同時解説」で、
舞台の進行に合わせてあらすじや歌舞伎
の独特な約束事などをタイミングよく解
説。幕間には役者さんのインタビューなども
放送されます。日々、歌舞伎公演の現場で
何が起こっているのか！？”こぼればなし”ご
期待ください。 

納涼「爽やかな花びら舞う」夏の落語会

12/15
（金）

クラシック
辻井伸行音楽と絵画コンサート

共催
9/2
一般発売

大ホール　開場18：15 開演19：00
S席7,800円 A席6,800円 B席5,800円
※未就学児入場不可（予約制託児サービスあり）

自作曲では思い出の写真や美しい風景を、クラシックの名曲では絵画の名作
とともに辻井伸行の美しいピアノ演奏を堪能する特別なコンサート！演奏とと
もに著名な絵画などがステージ上の大型スクリーンに投影されます。東北で
は青森と北上の２か所のみ開催予定。辻井さん本人も北上公演を楽しみに
しているそうです。この機会をお見逃しなく！！

昨年の東京公演で大絶賛を受け、
再演の希望が数多く寄せられ、
遂に、2017年初の日本ツアーの実施が決定！

第一部は「クイーンズバリー」「キャンディード」他、クラシック
からオリジナルまで幅広いレパートリーを得意とするブラック
ダイクらしい選曲。また、第二部では「ソリスト・ショーケース」
「映画とブラック･ダイク」と銘打ち、金管群の超絶テクニック、
心に染み渡る美音が次 と々披露されます。何れも、金管楽器で
演奏するには難易度の高い曲ばかりですが、超絶テクニックを
もつソリスト集団でもある彼らが演奏すると、あまりに簡単に
吹き切ってしまうため、驚嘆を通り越して笑顔になってしまう
ほど。ブラスバンドの事を知らなくても、一度彼らのサウンドを
聴けば、魅了されること間違いなし。東北にはじめてやってくる
彼らの演奏を、ぜひお聞きください！

161年の歴史を誇る、英国金管バンド。全英選手権23回、全英オープ
ン30回、欧州選手権でも13回の優勝を獲得している名門中の名門。
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
的な拡がりや世界最高峰の演奏技術は他の追随を許さない。

熱狂と感動間違いなし！！ついにやってくる、
世界最強のブラス・バンド・チーム、東北初開催！

多くの世界的に愛されるピアニストを輩出し、今や世界最高峰のピアノコン
クール、現代の三大国際ピアノコンクールの一つと称されても過言ではない
イスラエルのルービンシュタイン国際コンクール。近年イタリアの名器、ピアノ
「ファツィオリ」に魅了されたピアニストが多く、今回の第15回コンクールでは
第１ラウンドで「ファツィオリ」を選択した10名の中３人がファイナルに進み、
第１位、第２位、聴衆賞、最優秀ショパン賞、最優秀室内楽賞を含むほぼ全
ての賞を獲得しました。そのコンクールの覇者たちによるガラ・コンサートを
開催します。全国の公共ホールでも貴重なピアノ「ファツィオリ」を所有する
さくらホールならではのスペシャルコンサートです。クラシックピアノの最先端
の演奏を存分にお楽しみください。

コンクール第１位、併せて最優秀シ
ョパン曲賞、他受賞。ポーランドを
代表する現世代のトップクラスのピ
アニストとして期待を集める。

ついに出演者決定！
彼らを聴けば、世界が分かる。ピアノの今が分かる。

※復興応援席は、東日本大震災により岩手県内の被災地（洋野町、久慈市、
野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡
市、陸前高田市）の沿岸で被災された方、及び北上市内に避難している被災者
の方が対象です。ご希望の方は、さくらホールまでお問い合わせください。

託児あり
（要予約）

吹奏楽

共催
6/24
発売

11/4
（土）

東北佐竹製作所創立50周年記念
ブラック・ダイク・バンド

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
※未就学児入場不可

主催：一般財団法人北上市文化創造、岩手日報社　共催：岩手県吹奏楽連盟　特別協賛：東北佐竹製作所

落語

©Yuji Hori 主催：一般財団法人北上市文化創造　岩手めんこいテレビ     

＜第1部＞ 辻井伸行自作曲

＜第2部＞　クラシック
ドビュッシー：２つのアラベスク/夢/月の光
ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ/水の戯れ
ショパン：バラード第1番/英雄ポロネーズ

ニコラス・チャイルズ 
音楽監督・首席指揮者

ブラック・ダイク・バンド プ
ロ
グ
ラ
ム
予
定
曲

@ @

≪ガラ・コンサート出演ピアニスト決定！≫

シモン・ネーリング
ポーランド出身

コンクール第２位、併せて聴衆賞受
賞。過去にＢＮＤＥＳ国際ピアノコ
ンクール、ＵＮＩＳＡ国際ピアノコンク
ールで優勝。懐の深い、華麗な技
巧と色彩豊かな音楽性を持つ。

ダニエル・チョバヌ
ルーマニア出身

ファイナリスト賞、最優秀室内楽賞、最優
秀イスラエルピアニスト賞受賞。過去にワ
イドマン国際ピアノコンクール、テルハイ国
際コンチェルトコンクールで優勝。正統派
の力強く謳い上げる技巧に定評がある。

エフゲニー・ヨントフ
イスラエル出身

全英オープン選手権30回優勝／全英ブラスバンド選手権23回優勝
ヨーロピアン・ブラスバンド選手権13回優勝
350を越える世界一の録音数
世界で最も成功したバンド』 ギネス登録

©堀田力丸

一般発売 6月18日（日）9：00～

6月11日(日)9:00～
さくらホール窓口・お電話にて購入可

※発売開始時間はプレイガイドにより異なります。

一般発売 9月2日（土）9：00～

8月27日(日)9:00～
さくらホール窓口・お電話にて購入可

※発売開始時間はプレイガイドにより異なります。

2016年のにぎわい

対象：P1の3公演をセット購入した方 ※ライトは対象外
2017限定先行発売
サクティブ倶楽部

会員
先行

会員
先行

ピアノ

P1 P2



託児あり
（要予約）

8/23
（水）

アコーディオン

 coba tour 2017
25周年記念

共催

発売中

中ホール
開場18:00　開演18:30
全席指定　6,000円
※未就学児童入場不可

世界的アコーディオニストの25周年を記念するツアー。
アコーディオンのイメージを革新し、常に新しいサウンド
を発信するcobaがさくらホールに再登場！

10/21
（土）

That'sが～まるちょばSHOW！
＋ロッケンロールペンギン

主催
6/24
発売

大ホール　開場14:30 開演15:00
全席指定
一般 3,900円　U-25（25歳以下)2,500円
※U-25（25歳以下)の取扱いはさくらホールのみです。
※4歳未満の入場不可（予約制託児サービスあり）

が～まるちょばをテレビでご覧になったことがある方にはおなじみの、モヒ
カン・スーツ姿で会場を爆笑の渦に巻き込む「が～まるちょばSHOW！」を
たっぷりとお楽しみいただけるプログラム。それに加えて今回は、2007年の
エジンバラ・フェスティバル・フリンジ、２００９年のブロードウェイでも大絶賛を浴び
た「ロッケンロールペンギン」を上演します！さくらホールでは2015年以来
のステージ。パワーアップした2人のマイムをお楽しみに！

主催：テレビ岩手／一般財団法人北上市文化創造　後援：日本コロムビア CALMOLA BOSCONE　企画制作：febbre　協賛：Mercedes-Benz
お問い合わせ：ニュース・プロモーション　TEL022-266-7555（平日 11：00～18：00）

主催：一般財団法人北上市文化創造　協力：ユニバーサルミュージック／ワイルドボア　企画制作：ボラリス・アルファ

主催：一般財団法人北上市文化創造／株式会社 岩手めんこいテレビ　協力：仙台放送

9/3
（日）

レ・フレール
ニューアルバム発売記念ピアノライブ
～レ・フレール結成15周年記念日スペシャル～共催

6/18
一般発売 大ホール　開場15:30 開演16:00

全席指定　5,000円
※未就学児入場可能
(3歳以下1名まで保護者膝上無料、4歳以上または
 座席必要な場合チケット要。公演に影響が及ぶ
 と判断された際にはご注意させていただいたり、
 ご退席をお願いする場合がございます。)

現在制作中の5thアルバムのリリースを機に、さくらホールで数
々の伝説の熱狂ライブを繰り広げたレ・フレールが帰ってきま
す。15周年を記念するアニバーサルライブを、結成日の9月3
日に北上で開催することになりました。全国からファンが集う
プレミアムコンサートです。北上公演ならではの企画も乞うご
期待！ピアノ１台を縦横無尽に駆け巡るブギ・ウギでみんなノリ
ノリになりましょう！！

ファンの皆様お待たせいたしました！
結成記念日スペシャルライブで、
あの二人が帰ってくる！！

こどもたちも、お兄さん、お姉さんから
大人のみなさん、おじいちゃん、おばあちゃんも、
みんな一緒にロッケンロ～ル!

プレイ
ガイド

チケットぴあ 0570-02-9999  P：320-008　ローソンチケット 0570-084-002  L：21897 
e+ http://eplus.jp　セブンチケット／CNプレイガイド／北上さくらホール

プレイ
ガイド

ローソンチケット 0570-084-002  L：22309　チケットぴあ 0570-02-9999  Ｐ：459-297
e+ http://eplus.jp　セブンチケット／CNプレイガイド／北上さくらホール　他 下記店頭プレイガイド

パントマイム

第39・40回市民劇場
「笹リンドウを掲げよ」、

「タイムスリップおに丸くん」も、
このプロジェクトで誕生しました！
あなたの作品が上演されるかも！？

■日　程：

■時　間：
■場　所：
■参加費：
■申　込：

6/11（日） 第1回「テーマから素材を考えよう」
7/23（日） 第2回「素材からストーリーを作ろう」
8/20（日） 第3回「脚本原稿を書いてみよう」
9/10（日） 第4回「作品を舞台化するために」
各回13：00～16：00
さくらホール 2階オープンルームなど
2,000円（全4回分、初日にお支払いいただきます）
電話・窓口・ホームページにて受付中
・さくらホール TEL：0197-61-3300
・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）

講師：くらもち ひろゆき
茨城県坂東市生まれ。盛岡市在住。
2005年より、岩手県内各地の小学
校で出前演劇ワークショップを行う。
日本劇作家協会東北支部長。もりげ
き演劇アカデミー講師。岩手大学非
常勤講師。「架空の劇団」代表。

やっペし北上市民劇場を
盛り上げる会 

第41回北上市民劇場 脚本作りプロジェクト始動！
ライターや作家、脚本家志望の方、歌人を目指す方、

はたまた学習発表会や文化祭の台本作りにお悩みの方など…
経験不問！アイデアだけでも大歓迎です！

あなたのご参加、お待ちしています！

公演日

※市民劇場を運営する団体です。

託児あり
（要予約）

ピアノ

託児あり
（要予約）

※随時申込可能、途中参加も大歓迎です。
※筆記用具、ノート、お使いのPC等を準備してお集まりください。

あなたのまちの物語を一緒に創ってみませんか？

書きたい題材、気になる素材を持ち寄って、
チームで作品を作ります！

ストーリーを脚本に仕上げる方法は、
劇作家がレクチャーします！

ストーリー

2/24
（土）

2/25
（日）

2018

受付中

主催

こども

子どもの舞台芸術体験事業

小ホール（各60分）
［5歳～2年生］
16:30～17:30
［3年生以上 ］
17:30～18:30

小ホール
17:00～18:30

Co.山田うん
カンパニーダンサー

☆伊藤知奈美先生
　川合ロン先生

ダンス講師

☆菅家奈津子先生
　御園生瞳先生
　名須川明子先生

合唱講師

6/13
（火)

ダンス
クラス

6/27
（火)

合唱クラス

対 象
日 程
参 加
※集金は半年ずつお願いします。
※兄弟で参加する場合には下のお子さんは継続参加、体験参加とも半額です。
※別途、楽譜代（600円）やTシャツ代がかかります。

初回
体験無料

さくらホールだけの子ども育成プログラム！！

先生は全国や海外の第一線で活躍する現役のアーティス
トです。アーティスト先生とダンスとうたの両方に継続し
て取り組むことで、子どもたちの「感じる力」「伝える力」
「考える力」を引き出します。

幼・保育園年長～小学6年生（中学・高校生も大歓迎）
第2・第4火曜日（月によって変更あり）
8,000円（通年24回）

先生はアーティスト！

）

（

8/12
（土）

野外特設会場にて 17:00〜20:00（予定）
入場無料

オリジナルダンス盆踊り大会「盆ジュール」、
今年も開催決定!
老いも若きも踊らにゃソンソン！おいしいお店も続々出展、
夏の終わりの盆踊り大会！伝統の和踊り、
オリジナルダンス「はやて」、ブラスパレードなど見てよし、
参加してよし、何でもOKのフリースタイル盆踊り！

入場
無料

主催

さくらホールオリジナル盆踊り大会
さくら盆ジュール2017盆踊り

【演奏チーム】

ブラックボトムブラスバンドYASSYさ
ん編曲

ブラスバージョン「はやて」パレード予定
！

【踊りチーム】
コンドルズが作ったオリジナルダンス
「はやて」ダンス練習会予定！

詳細は次号にて発表！

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

15th
Anniversary

エネルギーを開放して元気いっぱいの時
間と、身体の感覚を研ぎ澄ます時間。楽
しく身体を動かして「芸術」や「表現」がぐ
っと身近に。

『100万回生きた猫』を書いた佐野洋子さ
ん原作の「おじさんのかさ」を音楽劇にした
作品に取り組みます。
音楽劇「おじさんのかさ」
原作：佐野洋子／脚本・作詞・作曲：柿﨑泰裕

P3 P4



専修大学北上高等学校吹奏楽部
第28回ファーストコンサート
6/25
（日）

大ホール
開場13:30 開演14:00 終演17:00
全席自由　入場無料

入場
無料

コンサート

北上合唱アカデミー 創立30周年記念
第25回 定期演奏会
7/2
（日）

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

発売中

演奏会

【主催】映画「母」北上上映実行委員会
問い合せ先：新日本婦人の会北上支部 0197-63-4654

【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】北上市地域婦人団体協議会
問い合せ先：北上市地域婦人団体協議会事務局（髙橋） 0197-73-7883

【主催】北上合唱アカデミー
問い合せ先：北上合唱アカデミー（髙橋）
0197-67-3543

発売中

6/17
（土）

中ホール
1回目10:30～ 2回目14:00～ 3回目18:30～
全席自由
前売 一般・シニア・大学生 1,100円
当日 一般・シニア1,500円 大学生1,300円 中高生800円
※中高生は当日のみ販売
※小学生以下無料　※未就学児入場不可

劇映画「母」
小林多喜二の母の物語 北上上映会上映会

発売中

6/24
（土）

中ホール
1回目 開場9:30 上映 10:00 終了11:38
2回目 開場13:30 上映 14:00 終了15:38
3回目 開場17:30 上映 18:00 終了19:38
全席自由
前売 一般1,000円 小中高生500円
当日 一般1,300円 小中高生700円

平成29年度北上市婦協映画会
「ポプラの秋」上映会上映会

 「蟹工船」など、反戦平和・労働者の解放をめざし
た作家小林多喜二の母に視点をあてた映画です。小
林多喜二は、いま国会で議論されている「共謀罪」
とも重なる戦前の治安維持法により逮捕され、その
日のうちに特高によって虐殺されました。「母」は、そ
うした多喜二を信じ、あたたかく見守った母親を描い
ています。ご家族みなさんでどうぞ。

　ファーストコンサートは、今年専北吹奏楽部に入部した１年生のステージ、
北上市内各中学校によるステージ、専北吹奏楽部によるステージの３部構成
でお送りします。専北
１年生のフレッシュな演奏
やステージドリル、中学生
による夏のコンクールへ
向けた熱演をお楽しみ
いただければ幸いです。
入場無料ですので、ぜひ
お越しください。

 収益金の一部を北上市福祉基金に寄附し、社
会貢献の活動として毎年開催。作品は、「ポプラ
の秋」。父親を突然なくしてしまった８歳の少女と
母親はポプラ荘での新生活を始める。不安と
期待、大好きだった父を失い深い悲しみの中、
「天国への郵便配達人」のポプラ荘の大家さんと
死んだ父に宛てた手紙を綴っていく感動の物語。

　創立30周年を記念し、市民の皆さまに感謝の気
持ちを込めての第25回定期演奏会です。曲目は、
グノーのミサ曲、組曲「水のいのち」、そして愛唱歌
として童謡やポップスなど、混声、男声、女声それぞ
れの合唱形態で歌います。また、フルート奏者 山崎
鮎子さん（釜石）の客演も予定しており、それぞれ
お楽しみくだされば幸いです。

佐藤しのぶ｛歌に生きる｝ 
特別ゲスト：吉江 忠男

7/5
（水）

大ホール　開場18:00 開演18:30 終演20:30
前売・当日S席5,300円（指定席）
前売・当日A席4,600円（自由席）
当日学生券（大学生・専門学校生以下） 2,000円
※学生券は当日のみ販売いたします。学生証をご提示ください。
　学生券は数に限りがありますので予めご了承ください。
※未就学児入場不可

発売中

コンサート

岩手県立黒沢尻北高等学校吹奏楽部
第55回定期演奏会
7/15
（土）

大ホール
開場17:30 開演18:00 終演20:00
全席自由　前売500円 当日700円
※小学生以下無料

主催者へ
お問合せ
ください

演奏会

【主催】ＭＩＮ-ＯＮ、ＩＢＣ岩手放送　問い合せ先：ＭＩＮ-ＯＮ仙台 022-222-1371
【主催】岩手県立黒沢尻北高等学校吹奏楽部
問い合せ先：岩手県立黒沢尻北高等学校 0197-63-2181

　日本を代表するプリマドンナ・佐藤しのぶ
が、「今一番競演したい方」として挙げた
元フランクフルト歌劇場専属バリトン歌手
吉江忠男とのコンサートが遂に実現!!
　イタリアのオペラ、ドイツのリートをわかり
やすい解説つきで歌い、日本の歌曲を心を
込めて歌い上げる２人のコンサートにご期
待ください!!

　私たちは「常に全力を尽くし最高の演奏をしよう」の部訓のもと、日々練習
に励んでいます。今年度は全国高等学校総合文化祭への出場や、創部60
周年記念演奏会など、多く
の行事を予定しています。
この定期演奏会でも、黒北
吹奏楽部の良さや伝統の
重みを感じて頂けたら幸い
です。部員一同心よりお待
ちしております。

岩手県立北上翔南高等学校
鬼剣舞部　発表会
7/17
（月・祝）

大ホール
開場13:30 開演14:00 終演15:30
全席自由　入場無料

入場
無料

鬼剣舞

ALIVE CONTROLLER 2017

7/23
（日）

大ホール
開場12:30 開演13:00 終演15:40
全席自由
前売2,500円
当日3,000円
※未就学児無料

発売中

ストリート
ダンス

【主催】岩手県立北上翔南高等学校鬼剣舞部
問い合せ先：岩手県立北上翔南高等学校 0197-71-2122

【主催】CONTROLLER DANCE COMPANY
問い合せ先：CONTROLLER DANCE COMPANY（軽石） 090-7521-1992

　発表会には、１～３年次生82名の部員が
出演します。１年次生にとっては初めての
舞台となり「刀剣舞の狂い」を踊ります。また、
岩谷堂高等学校（金津流岩校鹿踊）、雫石
高等学校（上駒木野さんさ踊り）が特別
出演します。
　８月に宮城県名取市で開催される全国
高等学校総合文化祭に出場します。その際
の演目も演じますので、お楽しみください。

　今年も待ちに待ったこの時期がやってま
いりました。さくらホールでは6回目となる
ALIVE CONTROLLER2017は、今までの
スタイルを一新して、よりダンスライブにこだ
わったステージを提供いたします。
　また、今回はシンガーソングライターの
「菅原信介」氏とのコラボも必見です。

佐藤しのぶ ゲスト：吉江忠男

プレイ
ガイド

「第62回マリア・カナルス国際コンクール第１位優勝」の
ピアニストが「ファツィオリ」を奏でるオリジナル企画コンサート

【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　www.sakurahall.jp/ticket.html

託児あり
（要予約）

クラシック

7/16
発売

主催

きたかみサロン音楽会2017（3公演セット）
小ホール　各公演開場13:30 開演14:00
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

10月8日（日）

2018年2月12日（月・祝）

11月23日（木・祝）

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。
例年以上に充実した国内外の実力派アーティストとの出逢いをお楽しみいただけます。

西山まりえ
バロック・ハープ&
イタリアン・チェンバロの響き

佐藤彦大ピアノ
「ファツィオリ」リサイタル

ワルター・アウアー
フルート コンサート

FINAL LIVE

講師独占！バンドクリニック！！講師独占！バンドクリニック！！
7月 23日（日）13:00～

プロに習う！マニピュレーターの世界！プロに習う！マニピュレーターの世界！
2018年 3月中 13:00～ 16:00

2017年 12月 31日（日）

実践特化！ライブ体験＆かんたん作曲講座実践特化！ライブ体験＆かんたん作曲講座
10月 29日（日）9:00～ 16:00

でも、この練習って正しいの？？

「次のバンドさんリハーサルお願いしまーす。」
「はーい！」って、何をすればいいの？
「キックからお願いしまーす。」って何？？

さぁ！練習を始めるぞ！

エフェクターの使い方や
接続はこれで
いいのかなぁ？

ドラムの音が大きくて
歌が聞こえないよ！！

大人になって知らないと恥ずかしい事…
いまのうちに全部を聞いておきませんか！？

バンド塾の講師が、みなさんのバンド練習に飛び入り参加！
人前ではなかなか聞けない疑問・質問をぶつけてください！
さくらホールのスタジオを使って１時間、レベルアップ間違い無し！
疑問が無くても、楽曲の相談やアレンジの相談もＯＫですよ！！

現在もっとも音楽ライブで重要と言っても過言ではない新たなパート
“マニピュレーター”。ライブの表から裏から、シンセサイザーとパソ
コンを駆使して音楽を彩る。進行を担う。楽曲を司る、柱的存在。
プロならではのお話も聞けます！

ノイズ？
ハウリング？
機材トラブル？
楽譜の読み？
バランス？
音作り？

ステージに立つのに必要な知識がここに詰まっています！
練習とは全く違った空間、それがライブ。不安や疑問を解消します！
後半はいわて国体のテーマソング編曲者、ピアニストの北田了一氏
を講師に招いて作曲の極意を“かんたん”に教わろう♪

１年参加で大幅レベルアップ！
年間プログラム Part②～④

以上３つのプログラム！
参加費はおトクな 一般：2000円！ 高校生以下：1000円！
参加希望者はお申込み用紙に記入の上さくらホールまで！

※各プログラム単体で参加希望の方はご相談ください。
※基本的に１年間を通してのレベルアップを目的としたプログラムとなっております。

※Part①初級者のためのバンドの「い・ろ・は」
（無料体験プログラム）は5月14日に終了しました。

申込
受付中

主催

さくらホールバンド塾2017

地元のアーティストやプロのミュージシャンを講師に招きアドバイス！
みなさんのバンド活動をさくらホールがサポートします！
講師 北田了一、Charlle-Komuta、岩手のバンドを応援する会 など

バンド

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
首席フルート奏者による、
澄み切って軽やかな天上の音色。

きたかみサロンシリーズ10年…。
もっともアンコールを望まれた
アーティストの再演です。

Part 2

Part 4

Part 3

モニタースピーカー？
サウンドチェック？

内音？外音？

マニピュレーター？
何をするの？

キーボードとは違うの？

“オリジナル曲を作りたい”
コード進行には規則性が
あるんだ！それが分かれば
作曲はかんたん！ (?)

いっぱい
練習したあとは→

さくらホールの中ホールで開催されるライブイベント！お客さんの投票で
1番に輝いたバンドにはさくらホールの録音スタジオでのレコーディング
権が！今日まだ初心者の人も、バンド塾と練習で優勝できる！かも！

大塚愛のバンドのマスター。平井堅・倖田來未他、多く
のアーティストへの楽曲提供・編曲・ライブ共演レ
コーディングをしているCharlie-Komuta氏を特別講師
に迎えて知られざるマニピュレーターの魅力に迫る！

楽器の扱いは分かった。バンドの練習も
分かった。ステージの事も理解した。
あとは自分の音楽を演奏するだけだ！

vol.1

vol.3

vol.2
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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7月の大・中・小ホール（区分利用）
2017年10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
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）

月替わりpickupでより詳しくご紹介します
。

2017年7月の利用調整会議※受付18:00～18:30
7月1日（土）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。

当館の利用案内と付帯設備利用料の案内
冊子をリニューアルしました。表紙がフルカラーとなり、ビ
ジュアルイメージが強化されております。当館ホームページ
でもご覧いただけますので、是非お目通しください。さくら
ホールは、大・中・小ホールと、アートファクトリーという21
部屋が有料貸出施設となっておりますが、その他に、それぞ
れの部屋と部屋を繋ぐ無料共用ゾーン“さくらパーク”という
フリースペースがあります。今回の利用案内では、そのさく
らパークについての説明も追加しました。さくらパークには
連日多くの方が訪れます。仲間と集まっておしゃべりするも
よし、南の丘でお散歩するもよし、自主学習に活用するもよ
し。さくらホールはこれからも芸術文化の拠点として、ま
た、地域の憩いの場として、より親しまれる施設を目指して
いきます。どなた様もお気軽にお越しください♪（nor）

当館からの新サービス！パーソナルオーディオシステムを２台導入しました。昨今のダンスブームにより、
利用者様からのニーズに応えて導入いたしました。こちらは無料で貸出しております。

パーソナルオーディオシステムの主な特徴は、Bluetooth（ブルートゥース）に対応しているところで、スマホ等から選曲した
ものをワイヤレス再生出来ます。本格的ダンスレッスンはもちろん、結婚式等の余興練習でもご活用ください。ＣＤラジカセ
とは一味違う、よりクリアな音質をぜひお試しください♪（nor）
※大音量が出る為、防音ではない一部施設では通常のラジカセでのご案内となります。

さくらホールの顔！
利用案内がリニューアル♪

表紙も可愛くリメイク♪sakuraの頭文字Ｓを象ったデザインです♪

利用イメージが膨らむ♪美麗ビジュアルが掲載されております♪

折りたたんだ状態の三面鏡→

バイキングコーナー お座敷もあります

2017.4.29岩手日日新聞掲載さくらホール職員K一郎さん

↑開いた状態
“イッツ・ア・ ミラークル”

営業時間：11：30～20：00
定休日：火曜日
TEL：0197-63-5288

ひろ

皆さまこんにちは。アートファクトリー（練習室等諸
室）から、グッドニュースです！今回ご紹介するのは、
４月より２階多目的室に常設となった“移動式三面
鏡”です。今まで、ミラーを使用する場合は、たたみ
一畳ほどの大きなミラーを倉庫から運び出し、利用
後は片付けていただいておりました。他の部屋での
利用は今までどおりですが、多目的室に限っては、準
備・片付けの時間が大幅に短縮できますので、その
分練習時間に充てることができますね・・・という事
で、多目的室、ますます便利になりました。
６月はジューンブライドというだけあり、結婚式シー
ズンです。披露宴の余興練習を考えているアナタ！

４月28日にオープンしたさくらホール館内レストラン「味の実知
しるべ 恵び寿庵」。さくらホールでイベントがない日でも食べに
来たくなる、気軽に入れる明るい店にしたい、と意欲的な店長。
レストラン入り口付近のカフェテラスは、昼時になると美味しそう
な香りに包まれます。活気のある上り旗に誘われて、ついふらっ
と入りたくなるお店は、昼はバイキング、午後は軽食、夕方はディナー
タイムと、時間帯によって様々な特色を見せています。ランチバイ
キングは、地元産を使用した料理など15～20品が60分食べ飲み
放題で900円（税込）。ディナータイムは店長オススメの日替わ
り定食がワンドリンク付で700円（税込）と驚きの価格で提供！
その他、ラーメン、そば、うどん、カレーライスなど単品での注文も
できますよ。皆さま、この機会にぜひ足をお運びくださいませ。
（･○R･）/～～～

今まさに“多目的室”をオススメします！室内には、ロール
スクリーンを取り付けておりますので、内緒で練習したい方
でも安心です。まだまだ先の話にはなりますが、忘年会の
余興練習にも最適ではないでしょうか？その他会議や
ダンス、ヨガなど、多目的な内容は多目的室でワイワイと
ご利用ください♥

さくらホールnavigation
vol.13 ～多目的室にミラー常設～

アルコール類もございますので、
ちょい飲みや夕方からの宴会も大歓迎です！
店内は最大80名程が入れますので、第2の

小ホールとして様々な会合、スポ少の打ち上げ、
地区の集まり等でもご利用いただけます。人数に
応じて貸切も承りますので、たくさんのご利用、

お待ちしております。
店長

ランチタイム 11:30～15:00

ティータイム 15:00～17:00

ディナータイム 17:00～20:00
 （ラストオーダー19:00）

俺の
出番だ！おかわり

するぞ！

芸術工房
ミッションワーキング

芸術支援活動やアートマネジメントの効果を検証し、今後の 
社会に求められる市民活動組織（ＮＰＯ）のあり方を探ります。
開催日時　平成29年6月～翌年5月、毎月１回（全12回）、19:00～21:00
　　　　　第1回／6月9日（金） 第2回／7月7日（金） 第3回／8月10日（木） 
　　　　　第4回以降は後日発表
開催場所　さくらホール（部屋はその都度ご確認ください。）
実施内容　①現在の活動のマネジメントレビュー
　　　　　②これまでの目標の達成度評価
　　　　　③今後の目標と活動方針の立案
実施方法　ワークショップ形式

募集対象　①芸術に関する事業を企画したい方
　　　　　②芸術を活かした地域づくりを進めたい方
　　　　　③芸術活動を社会貢献に結び付けたい方
　　　　　④芸術ＮＰＯを運営したい方
参加条件　全部で8回以上参加する見込みの方
申込み先　ＮＰＯ法人芸術工房（0197-64-7567）

ワーキングメンバーを募集します！
ワーキングに参加し、芸術と共に送る魅力的な人生を始めませんか。

ご一緒にフロントスタッフとして
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 6/26（月）
19:00～21:00

＊こんな方にピッタリ
●仲間を見つけたい♡
●公演の鑑賞や芸術が好き♡

★サービス業のマナーアップ研修と
　しても活用できます。

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（会員通貨）が支給されます。

無料

野菜も
とりましょう♥

み ち

え す あん

①

～パーソナルオーディオシステム導入～

ダンスに最適な鏡張りのアクティングルーム。
室内には、マイクも使用できる本格スピーカー(400円／時間)も常設！パーソナルオーディオシステム　ブラックとシルバーの２色をご用意♥

②
ダンスレッスンの強い味方！

フロント研修の様子

和かな 北上店
vol.89

和かな北上店は『ステーキ・鉄板料理』専門店です。地元岩手の厳選された四季折々の
食材を使い、熟練の焼き手が心を込めて鉄板調理を提供致します。特に最高品質を誇る
前沢牛や岩手短角和牛は絶品で、ステーキの醍醐味である「肉の焼き方」にもこだわり、
最高の状態でご堪能いただけます。
当店はお客様の前での鉄板調理でございます。
御来店予定のお客様は、お時間と人数を、お電話にて御予約頂けますと幸いです。

営業時間 [ 昼 ]11:30～15:00 （ラストオーダー 14:00）
 [ 夜 ]17:00～21:30 （ラストオーダー 20:30）
定休日 毎週月曜日、年末年始※ 祝祭日の時は翌日
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東山堂

ヤマダ電機
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トレンタ

牛たん佐助
和かな

恵び寿庵（えびすあん）
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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5月24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5月24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。

─

─

─

─

─

─

─

─

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）
※さくらホールでの整理券配布は終了しました

特等席 7,000 １等席 5,000
２等席 4,000 ３階席 2,000
※ペア、グループなどの割引情報はP1をご参照ください

5,000
（入場整理番号付）

完売しました
※当日券の販売はありません

全席
自由

一部
指定

全席
自由

全席
自由

全席
指定

全席
自由

一部
自由

全席
自由

全席
指定

全席
指定

全席
指定

全席
指定

Ｓ席指定
Ａ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

全席
自由

全席
自由

北上フィルハーモニー管弦楽団　第17回　題名のある音楽会
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36回 北上声楽研究会　サロンコンサート
小ホール　開場13：30 開演14：00 北上声楽研究会（高橋） TEL 0197-64-1178

モコ夜500回直前ＬＩＶＥ ワカメちゃんvol.3　フライングワカメちゃん
小ホール　開場16：30 開演17：00 「モコの夜はこれから！」企画室 mail gakuya2010@yahoo.co.jp

平成29年度　全日本吹奏楽コンクール第55回岩手県中央地区大会
大ホール　1日 開演13：00 終演18：00　2日 開演10：00 終演18：30 岩手県吹奏楽連盟北上支部事務局（専修大学北上高等学校） TEL 0197-63-2341

北上合唱アカデミー　創立30周年記念　第25回定期演奏会
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：30 北上合唱アカデミー（髙橋） TEL 0197-67-3543

佐藤しのぶ　｛歌に生きる｝ 　特別ゲスト：吉江 忠男
大ホール　開場18：00 開演18：30 終演20：30 ＭＩＮ－ＯＮ仙台 TEL 022-222-1371

平成29年度　東北地区スポーツ推進委員研修会　岩手県大会
大ホール　開場11：00 開演12：15 終演17：00 東北地区スポーツ推進委員研修会岩手県大会実行委員会 TEL 019-629-6496

岩手県立黒沢尻北高等学校吹奏楽部　第55回定期演奏会
大ホール　開場17：30 開演18：00 終演20：00 岩手県立黒沢尻北高等学校 TEL 0197-63-2181

音色の会♪　ピアノ発表会
中ホール　開場14：45 開演15：00 終演17：00 音色の会（佐々木） TEL 090-8258-2116

宍戸恵美ピアノ教室　発表会
中ホール　開場13：45 開演14：00 終演16：00 宍戸恵美 TEL 080-3321-7564

岩手県立北上翔南高等学校鬼剣舞部　発表会　特別出演：岩谷堂高等学校（金津流岩校鹿踊）、雫石高等学校（上駒木野さんさ踊り）
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演15：30 岩手県立北上翔南高等学校鬼剣舞部顧問（高橋・小田島） TEL 0197-71-2122

夢のスター歌謡祭 （橋幸夫 水前寺清子 森昌子 三善英史 ＺＥＲＯ） ※都合により出演者が変更になる場合がございます。
大ホール　開場①13：00②17：00 開演①13：30②17：30 （株）夢グループ TEL 0570-064-724

ＡＬＩＶＥ ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ 2017
大ホール　開場12：30 開演13：00 終演15：40 CONTROLLER DANCE COMPANY（軽石） TEL 090-7521-1992

ディズニー・ライブ！ ミッキーのフォーエバーマジック！ ＦＩＮＡＬ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ
大ホール　開場①9：45②15：45③15：45 開演①10：30②13：30③16：30 終演①12：00②15：00③18：00 テレビ岩手販促事業部 TEL 019-624-1188（平日10：00～17：00）

エレクトーンフェスティバル2017　北上正時堂大会
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演17：20 （有）北上正時堂 TEL 0197-63-3408

劇映画「母」 小林多喜二の母の物語　北上上映会
中ホール　上映①10：30～ ②14：00～ ③18：30～ 新日本婦人の会北上支部（鈴木） TEL 0197-63-4654

股旅・舞踊　特別公演　平成かぶき組・嶋崎流親子の全国大会受賞者が集結！
中ホール　開場13：00 開演13：30 高橋芸能企画 TEL 0197-85-3189

真言宗智山派密厳流遍照講 東北・北海道教区連合会 第22回密厳流詠歌 岩手・北上奉詠大会
大ホール　開場9：00 開演10：00 終演16：00 真言宗智山派密厳流遍照講 東北・北海道教区連合会 事務局（宮城） TEL 0192-55-2662／090-8641-7696

平成29年度北上市婦協映画会「ポプラの秋」上映会
中ホール　開場①9：30②13：30③17：30 開演①10：00②14：00③18：00 終演①11：38②15：38③19：38 北上市地域婦人団体協議会事務局（髙橋） TEL 0197-73-7883

専修大学北上高等学校吹奏楽部　第28回ファーストコンサート
大ホール　開場13：30 開演14：00 終演17：00 専修大学北上高等学校 TEL 0197-63-2341

こすもす会　おさらい会
中ホール　開場14：00 開演14：15 終演15：30 こすもす会 TEL 090-6040-8910

東京スカパラダイスオーケストラ「TOKYO SKA Has No Border｣
大ホール　開場18：30 開演19：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

岩手クロスタニン販売㈱創業30周年記念　一生健康　一生学習　人生は生きてこそ・・・　橋幸夫先生 特別講演会
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演16：00 岩手クロスタニン販売株式会社 TEL 0197-64-2264

松竹大歌舞伎　中村芝翫出演
大ホール　開場①12：00②16：30 開演①12：30②17：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

DEEN　47都道府県ツアー2017 ～Triangle絆Lap3～
小ホール　開場18：00 開演18：30 ㈱ノースロード・ミュージック TEL 022-256-1000（平日10：00～18：30）

一般・シニア・大学生
1,100

1,000
小中高生 500

1,300
小中高生 700

─ 一般 800
小学生 500

500 700

2,500 3,000

一般・シニア 1,500
大学生 1,300
中高生 800

1,000
高校生800

1,200
高校生1,000

5,000
（1ドリンク付き）

5,500
（1ドリンク付き）

午後から
混雑

午後から
混雑

午前から
混雑

午後から
混雑

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

500

3,500

Ｓ席 5,300　Ａ席 4,600
当日学生券　2,000

ＳＳ席 8,000（税別）
Ｓ席 7,000（税別） 

5,200
グループチケット（4枚１組） 18,000

午後から
混雑

午後から
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

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

6/11（日）

6/11（日）

6/12（月）

6/17（土）

6/17（土）

6/18（日）

6/18（日）

6/22（木）

6/24（土）

6/25（日）

6/25（日）

6/28（水）

6/28（水）

7/2（日）

7/5（水）

7/7（金）

7/9（日）

7/15（土）

7/15（土）

7/16（日）

7/17（月・祝）

7/19（水）

7/23（日）

7/26（水）

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

主催者へ
お問合せください

主催者へ
お問合せください

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

完売
しました

主催者へ
お問合せください

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

関係者のみ参加

中学生以下無料

未就学児入場不可

中高生は当日のみ販売
小学生以下無料
未就学児入場不可

8歳以上有料

3歳以上有料 
※2歳以下は保護者1名につき

1名膝上鑑賞可
ただし、座席必要なお子様は有料

託児アリ
未就学児入場不可

未就学児入場不可

未就学児入場不可
※親子室の開放はありません

高校生以下無料

未就学児無料

3歳以上有料 
※2歳以下のお子様は大人1名
につき1名まで膝上鑑賞無料

学生券（大学生・専門学生以下）の
販売は当日のみ（学生証要提示）

未就学児入場不可

舞の海秀平　文化講演会
「夢は必ず叶う～地域、家族の絆～」

前沢
ふれあいセンター6/18（日）

北東北最大級ハワイアン&タヒチアン 合同ステージ
第8回ビッグマハロフェスティバル2017

盛岡市民文化ホール
大ホール

（マリオス内）
6/18（日）

ハンブルク交響楽団
―名指揮者・S.ザンデルリンクが振る―
大石祥之チェンバロリサイタル
～チェンバロ音楽の夕べ～

岩手県民会館
大ホール6/29（木）

6/30（金）

鼓童プレミアム企画
坂東玉三郎がいざなう鼓童の世界

奥州市文化会館
（Zホール）
大ホール

奥州市文化会館
（Zホール）
中ホール

6/10（土）

田園ホール
（矢巾町文化会館）

田園ホール
（矢巾町文化会館）

7/9（日）

前沢
ふれあいセンター

ミュージカル KINJIRO!
～本当は面白い二宮金次郎～ 7/2（日）

新版喜劇
売らいでか！ ─亭主売ります─

親子で楽しむクラシックコンサート
音楽の絵本　Dandyism

岩手県民会館
大ホール7/27（木）

花巻市文化会館ファンタジーコンサート
山形交響楽団　宮沢賢治の世界

花巻市文化会館
大ホール7/23（日）

堀米ゆず子
アカデミー演奏会 7/29（土）

プッチーニ作曲オペラ全４幕＜字幕付き原語上演＞
ラ・ボエーム

奥州市文化会館
（Zホール）
大ホール

7/30（日）

前沢
ふれあいセンター8/12（土）

武蔵野音楽大学
ウィンドアンサンブル演奏会

盛岡市民文化ホール
大ホール

（マリオス内）
7/15（土）

復興・大船渡
全国ちんどんまつり
フェルメールとレンブラント
オランダの2大巨匠展

大船渡市民
文化会館

（リアスホール）
盛岡市民文化ホール
展示ホール
（マリオス内）

7/16（日）

7/22（日）
～9/10（日）

田園民謡まつり
心を紡ぐふるさとの民謡

う た

7/1（土）
～2（日）
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