
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）

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

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

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！

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

｜８/９（水）｜８/１６（水）｜

・廃棄物収集運搬中間処理
・家屋内の清掃
 ・土木工事

2017
土

主催：一般財団法人北上市文化創造
共催：黒沢尻二区区民協議会　　　

KIDSコーナー

地元の踊り（北上おでんせ等）
小鳥崎さんさ披露（幸の会&北上中）、
和太鼓演奏（飛勢太鼓）など
盆ジュールBRASSチームによるブラスライブ
総踊り(さくらホールオリジナルダンス「はやて」、小鳥崎さんさ等)

１７:００
～１８:００

１８:００～

１８:３０～

１９:００～

１９:２０～

（お菓子まき、ブラックボトムブラスバンドとリズムパレード、
  コンドルズと遊ぼう、和太鼓体験等）

ダンスカンパニー・コンドルズ

ブラック
ボトム
ブラスバンド

着物・ゆかた着付けサービス

提灯名入れできます！

スケジュール（予定）スケジュール（予定）
「和の衣さとう」さんのご協力で、
今年も着付け無料サービス！
15:00～17:00　15分ごと各2名様を受付します
※予約優先
受付電話番号：0197-61-3300

当日名入れ提灯を会場に設置します！
※一口2000円（10組限定）
※名入れは自分でペイントできます！

鈴
木

佐
藤

おとなもこどもも、太鼓とブラスの音色に合わせて、
踊って、演奏して、盛り上ろう！ますますパワーアッ
プしたお祭り＆盆踊り大会「盆ジュール」、
5年目の開催です！
ことしのお盆はさくらホールへ！ YASSY(trombone)YASSY(trombone) SEIYA(snare drum)SEIYA(snare drum)

橋爪利博橋爪利博

藤田善宏藤田善宏

安田有吾安田有吾

出演出演

生演奏あ
り

9/8
（金） 第15回ルービンシュタイン国際ピアノコンクール

入賞者日本ガラ・コンサート

シモン・ネーリング ダニエル・チョバヌ エフゲニー・ヨントフ

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×2枚）

高校生以下2,000円　※未就学児入場不可

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×2枚）

高校生以下2,000円　※未就学児入場不可

8 月
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保守点検日の為休館
8月22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
●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
●coba tour2017 
●立川志の輔独演会
●きたかみサロン音楽会
●レ・フレール ニューアルバム発売記念
　ピアノライブ
●That’sが～まるちょばSHOW!
●ブラック・ダイク・バンド
●Live“ＳＡＫＵＲＡ ＢＡＲ”Vol.4
　山下洋輔×渡辺香津美＋纐纈歩美
●辻井伸行音楽と絵画コンサート

P3～4

募集
●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
●鬼っジョブ ～北上おしごとパーク～2017
●オープンピアノＤＡＹ

貸館公演紹介
●前進座公演「くず～い 屑屋でござい」
●岩手県フラメンコギター協会コンサート
●須川展也サクソフォンライブ

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
●新コーナー「アートな食欲」

お知らせ・募集
●さくらホールサポーター募集
●芸術工房ミッションワーキング

館内レストラン恵び寿庵（えびすあん）
●冷やし中華はじめました

スポンサーさんこんにちは！
●vol.91　北上ビルメン株式会社

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

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 : ひまわり色

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



※写真は前回のレクチャーのもの

ピアノフォルティ株式会社
（ファツィオリ日本総代理店）

代表取締役 アレック・ワイル

解 説

1・2階席完
売！

東北佐竹製作所創立50周年記念
ブラック・ダイク・バンド

託児あり
（要予約）

9/8
（金）

ファツィオリで聴くコンサート
第15回ルービンシュタイン国際ピアノコンクール
入賞者日本ガラ・コンサート主催

発売中
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×2枚）高校生以下2,000円
※未就学児入場不可

１９８４年の初来日で日本に
「金管バンド・ブーム」をもたらした、
「最強」ブラスバンド！

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）吹奏楽

主催

発売中
11/4
（土）

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

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2017（3公演シリーズ）
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　

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

セット券が断然お得！！一般1,500円引き

小ホールで上質なクラシックの世界を味わうサロン音楽会シリーズ。
国内外の実力派アーティストが奏でる音楽をお楽しみいただけます。

西山まりえ　ヴェルサイユ宮殿
～王侯貴族の歴史秘話と鍵盤音楽

西山まりえさんのお話と演奏で18世紀のフランスへ

ワルター・アウアー
フルート リサイタル

～ウィーン・フィル首席奏者が奏でる言葉なき歌～

vol.1 vol.2

佐藤彦大ピアノ
「ファツィオリ」リサイタル

「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
奏でます。

vol.3

ピアノ

TEL.0197-61-3500 AM9：00～PM10：00 年中無休
http://www.sakurahall.jp/ticketyoyaku.php

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 

他プレイ
ガイド

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

発売中

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

一言も語らないサイレントコメディーなのに、セリフを語っているかのよ
うに想像できてしまう。十人十色の感動、これこそがマイムの醍醐味！
さくらホールで、が～まるちょばにしかできない
パフォーマンスを、味わってみませんか？

共催：株式会社 岩手めんこいテレビ　協力：仙台放送
主催：一般財団法人北上市文化創造　ポラリス・アルファ
協力：ユニバーサルミュージック／ワイルドボア　企画制作：ポラリス・アルファ

主催：（一財）北上市文化創造／株式会社岩手日報社
共催：岩手県吹奏楽連盟　
特別協賛：東北佐竹製作所　協賛：ホテルメッツ北上

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！

ピアノ１台を2人が縦横無尽に駆け巡る
ブギ・ウギピアノコンサート。さくらホールで、
あの二人にまた、逢えます！

結成日の9月3日に北上で開催！

「ピアニスト」、「ピアノ調律」、「ホールの響き」が
三位一体となったコンサート

デビュー２５周年を迎える
アコーディオン奏者cobaの記念公演！

世界レベルの調律師！

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
託児あり
（要予約）

10/8
（日）

11/23
（木・祝）

2/12
（月・祝）

2018

フランス・バロック期のヴェルサイユ宮殿
では見目麗しく、典雅な音色の鍵盤楽器
「クラヴサン」（或は「チェンバロ」）が好ん
で演奏され、ルイ14世や15世による統治
の時代には沢山の作品が生まれました。
ルイ16世の王妃マリー・アントワネットも
お抱えの鍵盤教師・バルバトルに習い、

日々音楽を愛でていたようです。さて、そのような一見華やかな貴族社
会ですが、ヴェルサイユ宮殿の内部では女性たちによる激しい権力争
いも絶えませんでした。優美なフランス・バロック音楽を当時の鍵盤楽
器の響きにのせて、そしてワイドショーも顔負けの女たちの熱き戦いをご
紹介いたします。（文・西山まりえ）

ピアノ「ファツィオリ」レクチャー
ガラ・コンサートを楽しむための

8/19
（土）

中ホール
開場13:00 開演13:30
入場無料・申込受付中 

※セット券は各プレイガイドでも購入可

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

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
※未就学児入場不可

音楽は国境を越え世界の
音楽シーンに影響を与え続
けているcobaが、２５年を過
ぎてもなお新たな可能性に
挑み続ける情熱的かつ繊
細なステージをお楽しみに！

アシュケナージ、アルゲリッジ、ブーニン、トリフォノフ等世界的に
活躍するピアニストから愛されているピアノ「ファツィオリ」。ルービン
シュタイン国際ピアノコンクールは「ファツィオリ」に魅了されたピア
ニスト達が上位に入賞。コンクールの上位入賞者による競演が実
現！調律は世界で活躍し、「ファツィオリ」を知り尽くした越智晃氏。
「ピアニスト」、「ピアノ調律」、「ホールの響き」が三位一体となった
最高のコンディションで開催いたします。東北でこのコンサートを鑑賞
出来るのは当館のみ！！是非この機会に足をお運びください。

素晴らしいプログラム
コンクールの雰囲気を実感して頂くため、コンク
ールで弾かれた曲を中心に幅広く時代を網羅し
た曲をお届けします。
一台の楽器：三つの音色
「ファツィオリ」は幅広い音色が可能なので、
3人の異なるヴィルトゥーゾが演奏すると、まるで
3台の異なる楽器で弾いているように聴こえる
のではないかと思っています。いずれにしても
3人の若者の三様の性格は舞台の上で明らか
になるでしょう。さくらホールの "ミケランジェロ"
（巨匠アルド・チッコリーニ命名）で聴くコンサート
をお楽しみに！

世界の主な国際ピアノコンクールでピアノ「ファツィオリ」の調律を担当する越智晃氏による事前レクチャー
です。ルービンシュタイン国際ピアノコンクールのディープな世界、ガラ・コンサートの魅力等を解説、本公
演を何倍も楽しめる内容です。是非ご参加ください。

12/15
（金）

みらかグループpresents
辻井伸行音楽と絵画コンサート

主催
９/２
一般発売
サクティブ
先行
８/２７

大ホール　開場18:15 開演19:00
全席指定　S席7,800円 A席6,800円
B席5,800円　※未就学児入場不可

昨年の東京公演で大絶賛！辻井伸行の演
奏とともに思い出の写真や絵画を投影する
特別なコンサートをお楽しみに！

主催： 一般財団法人北上市文化創造、岩手めんこいテレビ

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

発売中 大ホール
開場15:30 開演16:00
全席指定　5,000円
4歳以上または座席必要な場合はチケットが必要です。

※3歳以下1名まで保護者膝上無料。

（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、

　親子室をご案内する場合がございます。)

ピアノ

©Yuji Hori

託児あり
（要予約）

12/8
（金）

ジャズ

Live”SAKURA BAR”Vol.4
山下洋輔×渡辺香津美＋纐纈歩美

主催
8/27
発売

中ホール
開場18:00
開演19:00
全席指定
一般5,000円 

ソロの世界でも一流の山下洋輔
（ピアノ）と渡辺香津美（ギター）
による国内最強のデュオ。さらに
人気女性アルトサックスプレイ
ヤーの纐纈歩美が共演！往年
スタンダードナンバーも演奏予定。
今年も最高のジャズナイトを
お楽しみください。 山下洋輔（Pf） × 渡辺香津美（G） ＋ 纐纈歩美（AS）

◇曲目◇（予定）
クイーンズバリー／組曲「武装した男」／トロイカ！／
ミッション・インポッシブル／アイ・ウィル・フォロー・ヒム　ほか

バッハ：パルティ―タ 第6番 ホ短調 BWV830（エフゲニー・ヨントフ）
ショスタコーヴィチ：24のプレリュードとフーガ作品87より第24番（ダニエル・チョバヌ）
ショパン：ピアノ・ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35「葬送」（シモン・ネーリング）

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

発売中

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
※未就学児入場不可

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

※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。※取扱いはさくらホール及び
県内指定プレイガイドです。※小中学生は保護者
の付き添いが必要です。

落語

講師：越智晃（ファツィオリ調律師）
おち あきら

インターネットチケットサービス

ほろ酔い気
分でステキなジャズを♪

※このコンサートはホワイエで
アルコールを提供する予定です。

ルービンシュタイン国際ピアノコンクールとは？ 
1974年に創設されたルービンシュタインコン
クールが他のコンクールと比べて特別なのは、
コンクールで弾くプログラムを参加者が考案する
際に極限の自由が与えられること。そして、
選択したプログラムのクリエイティビティーにつ
いても評価がなされるという点です。長い間、
審査委員を務められた故中村紘子氏（ピアニス
ト）はこの点をとても評価されており、「21世紀
に入って、極立つ勢いを見せるのはイスラエル
のルービンシュタインコンクール。今や現代の
三大コンクールの一つといっても過言ではない
でしょう。その大コンクールの覇者たちを聴く
ことによって、現代が分かる。」と語っています。

シモン・ネーリング
第1位 第2位・聴衆賞 ファイナリスト賞ほか

ダニエル・チョバヌ エフゲニー・ヨントフ
チェンバロ

マリー・アントワネット

ピアノ

こうけつ

こうけつ

◇プログラム◇（予定）

2014年、ウィーン・
ヴィルトゥオーゼン
公演以来の再訪。
世界最高峰の響きを
お楽しみください。

さくらホールだけのオリジナル編成によるライブが実現。

全国のホールに
数台しかないピアノ
「ファツィオリ」
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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
ゴルフ場、グラウンド管理設計

〒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

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）

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9月の大・中・小ホール（区分利用）
2017年12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

̶インフォメーション̶

月替わりpickupでより詳しくご紹介します
。

2017年9月の利用調整会議※受付18:00～18:30
9月1日（金）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。

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

このたび、待望の“冷やし中華”が15時からのメニューに加わりました。暑さで食欲がないとき
でも、ヒヤッとさっぱり、ツルツルのどごしのよい冷やし中華は、まさに夏料理の定番！冷やし中華
の“酢“は食欲増進に働きかけ、冷やし中華の具材は、様々な栄養をバランスよく摂取できま
すね。暑い夏は、恵び寿庵のひんやりメニューで乗りきりましょう！（･○R･）/～～～

ランチタイム 11:00～15:00

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）

芸術工房
ミッションワーキング

開催日時 毎月１回（来年5月まで全12回）、19:00～21:00
 第3回：8月10日　第4回：9月5日　第5回：10月12日
開催場所 さくらホール（部屋はその都度ご確認ください。）
参加条件 全部で8回以上参加する見込みの方
 詳しくはHPをご覧ください http://www.gkobo.jp
申込み先 ＮＰＯ法人芸術工房　tel.0197-64-7567

一緒にさくらホールサポーターとして
楽しく活動してみませんか？

【主催】北上「前進座」を観る会
問い合せ先：北上「前進座」を観る会（鈴木）
TEL 090-5359-7481

お問い合わせ：鬼っジョブ2017実行委員会（平野）　TEL：090-8929-6976

【主催】岩手県フラメンコギター協会
問い合せ先：岩手県フラメンコギター協会 TEL 0198-32-1003

【主催】須川展也北上公演実行委員会
問い合せ先：須川展也北上公演実行委員会事務局（田村）
 TEL 090-1497-1371

　このお芝居は、落語と歌舞伎のコラボです。
困っている人が居ると、ほっとけない。“くず屋さん
はつらいよ！？ーもしや、
お江戸にチャップリ
ン？？。”あと味の良い、
三世代そろって楽しめ
るお話です。本編の前
に、「江戸のくらし」とい
う、実演をまじえた解説
が付きます。

　フラメンコは15世紀中頃にスペイン南部アン
ダルシア地方のジプシーから生まれた芸能です。
情熱的、感傷的な曲調で、踊り（バイレ）歌（カンテ）
ギター、手拍子（パルマ）によって構成されています。
　今回の公演はフラメンコ独自の曲や皆様ご存知
の曲のギター演奏もあります。また、ゲストのプロ
演奏家による踊り、歌、ギターをお楽しみください。

8/27
（日）

発売中

中ホール
開場13:30 開演14:00 終演15:50
全席自由
前売 3,000円 小中高生1,000円
当日 3,500円 小中高生1,300円
※未就学児入場不可

9/17
（日）

9:00〜15：30
さくらホール全館

前進座公演
「くず～い 
  屑屋でこざい」
－古典落語『井戸の茶碗』よりー

今後の芸術環境に必要な市民活動（ＮＰＯ）のあり方を探る「ミッシ
ョンワーキング」を開催中です。7月7日のワーキングでは、公演業
務支援活動の効果や問題点を検証しました。今後も事業ごとにレ
ビューを繰り返し、課題を整理して、
新たな活動方針の設立を行います。
8月はイルミネーション事業を検証し
ます。事業企画やＮＰＯ運営に興味
のある方は、是非参加申し込みを！

開催中！

さくらホール主催公演でお客さまを座席に案内したり、
チケットをもぎったりする活動です。

研修：8/25（金）19:00-21:00 無料
場所：さくらホールサポーターズルーム
持ち物：筆記用具

歌舞伎公演はオリジナル半纏で活動します！

公演のフロントスタッフ（案内係）

この活動はさくらホールとNPO芸術工房との協働事業です。
サポーター登録に500円かかります。

活動には報酬（会員通貨）が支給され、チケットの購入等ができます。

芝居

9/2
（土）

発売中

中ホール
開場13:30 開演14:00 終演16:10
全席自由
前売 一般800円 学生400円
当日 一般1,000円 学生500円
※小学生以下無料

岩手県フラメンコギター協会
第7回
フラメンココンサート　

コンサート

　さあこれからの芸術の秋、音楽も心に沁みますね。
そんな皆様に名曲、美しい旋律、楽しい曲、踊り出
したい曲、しんみりした曲・・・をたくさん用意しました。
　サクソフォンとピアノ
だからできる幅広い
世界！演奏を通じて皆
様と、こころを通わせ、
最後には全員笑顔！
そんな温かいコンサート
にします。是非いらして
くださいね。

9/3
（日）

発売中
中ホール
開場17:15 開演17:30
全席自由
前売2,000円 高校生以下1,000円
当日2,500円 高校生以下1,500円
※未就学児入場不可

須川展也
サクソフォンライブライブ

11/10（金）
ファツィオリF278
ヤマハCFⅢ-S
 9:00～21:00

受付中

主催
こども

子どもの舞台芸術体験事業

☆菅家奈津子先生
　御園生瞳先生
　名須川明子先生

合唱講師

小ホール
［年長～2年生］
16:30～17:30
［3年生以上 ］
17:30～18:30

小ホール
17:00～18:30
音楽劇
「おじさんのかさ」

8/8
（火)

ダンスクラス

8/22
（火)

うたクラス

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。
ダンスクラスとうたクラス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。

対 象
日 程
参 加
※集金は半年ずつお願いします。※別途、楽譜代（600円）やTシャツ代がかかります。
※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。

初回
体験無料

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！

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

）（

オープンピアノDAY

１時間 3,000円（当日精算） ※11/10（金）のみ、初めての参加者対象500円■参加料
・ピアノを使用したアンサンブルや伴奏練習の利用に限り、５名以内の複数名で使用が可能です。
・レッスンの場合には、先生から別途3,000円を頂戴します。※11/10（金）はレッスンも500円！
・追加料金なしで録音ができます。（１時間録りっぱなし）

【注意点】 ※１人１日２時間までのご予約となります。※ピアノは平行に並べ、移動は出来ません。
 ※ピアノの調律は行いません。※11/10（金）は1人1日1時間のご予約となります。

12/10（日）
ファツィオリF278
スタンウェイD-274
 9:00～21:00

2018年
2/9（金）
ファツィオリF278
スタンウェイD-274
 9:00～21:00

大ホールでコンサート用グランドピアノを弾いてみませんか？
舞台にはピアノを2台ご用意しております。
今年は、初めての参加される方を対象としたワンコインデーも開催！鬼っジョブ～北上おしごとパーク～は子どもが主役の街。

大人になりきって仕事しよう！体験できる職種は30種類以上！ 受付中 ９月16日（土）受付分

主催

ピアノ

ワンコイン
デー

2018年
1/10（水）
ファツィオリF278
ヤマハCFⅢ-S
 9:00～21:00

演劇、作ってます。
今年の市民劇場は「イチから物語をつくる」ワークショップ！

前回洗い出したテーマから脚本の本筋につながる、あらすじや
登場人物などの要素を抽出しました。はたしてどんなストーリー
が紡ぎだされていくのか？くらもちひろゆきさん（架空の劇団）
を講師に、集まった多種多様なメンバーたちが、それぞれの視
点を取り入れて、新しい舞台を作っていきます。北上市民、経験
未経験にかかわらず、どなたでも参加できますので、ぜひ仲間
になってください！

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（高橋）  TEL:090-8617-5346

※随時申込可能、途中参加も大歓迎です。

vol .2  

問い合わせ

キッザートキッザート

～北上おしごとパーク～2017～北上おしごとパーク～2017

今年も開催決定！鬼っジョブ鬼っジョブ

参加資格　小学校4年生～6年生
定員　　　440名
参加費　　お一人様　2,000円（保険、ドリンク、昼食含）
応募方法　インターネット申込のみ
申込開始　8月25日（予定）

さくらホールスタッフによるコーナー！

http://kidsjob-kitakami.jp

劇場の舞台裏を支えるお仕事を体験！

8月20日（日）13：00～16：00
場所：大アトリエ

8月は下記の日程で開催します！

初参加者
対象

鈴木俊彦

　北上ビルメン株式会社は、皆様に「安全・安心・清潔な空間」を提供する会社です。経験

と技術ノウハウを集結し快適で健康的な空間の維持に努めています。つねに清潔な環境を

提供することで「心地よさづくり」に貢献しています。

北上ビルメン株式会社
vol.91

ランチタイムは

税込700円

新コーナー「アートな食欲」
食いしん坊パーソナリティの吉田と千葉が、食にまつわる視点
からアートを紹介する新コーナーをお届けしています。7月は
松竹大歌舞伎の演目「熊谷陣屋」を鳩サブレーの視点から
ご紹介しました。

鎌倉銘菓：鳩サブレー×松竹大歌舞伎「熊谷陣屋」の段
みなさん、鳩サブレーはご存じですか？
バターたっぷり、サクッと食感がたまら
ない鎌倉のお土産として有名ですよ
ね。鳩の形となったのは製造・販売元の
豊島屋の初代が、崇敬していた鎌倉の
鶴岡八幡宮の神のお使いである鳩から

着想を得たためだそうです。この鳩、7/9公演の松竹歌舞伎「熊谷陣
屋」の主人公で源氏の武将、熊谷直実（くまがいなおざね）の家紋でもあ
ります。「熊谷陣屋」の舞台セットには張り巡らされた熊谷家の陣幕に
「むかい鳩」の家紋が染め抜かれています。
睦まじい親子を連想させる「むかい鳩」が見
守る中、親が子を殺める悲劇の物語が展開
し、合戦の世の無常を問います。（真）

くまがいじんや

期間限定
8月末まで！

電話・窓口でさくらホールまでお申込みください。

エフエム岩手
毎週金曜19：30～

◎今回スタジオで食べたのは◎

小鳩豆楽
432円（折箱 3包入） 株式会社豊島屋 
https://www.hato.co.jp/index.html

さくらホールの　
　　お仕事をしよう！ ティータイム

以降のメニュー
となります。
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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 ファミリーマート

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
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ル
シ
テ
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北
上

トイザらス ビッグボーイ

さくら
ホール

江
釣
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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
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↓

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

ファミリーマート
トレンタ

牛たん佐助
和かな

恵び寿庵（えびすあん）

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7月25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

5名程度
飲み物・おやつ・着替え・
ビニール袋（その他おむつ・ミルクなど）
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/ticketyoyaku.php

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7月25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。

１・２階席は完売しました

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
指定

全席
自由

全席
自由

全席
自由

一部
自由

─

全席
自由

一部
自由

全席
自由

─

全席
指定

全席
指定

岩手県立黒沢尻北高等学校吹奏楽部　創部60周年記念OB演奏会
大ホール　開場15：30 開演16：00 終演18：00 黒沢尻北高等学校吹奏楽部ＯＢ会（髙橋） TEL 090-2360-1076

第34回ドレミの会　小さな音楽会
中ホール　開場12：30 開演13：00 終演16：00 ドレミの会（大鷹）  0197-64-5291

前進座公演　「くず～い　屑屋でこざい」　－古典落語『井戸の茶碗』よりー
中ホール　開場13:30 開演14:00 終演15:50 北上「前進座」を観る会（鈴木） TEL 090-5359-7481

岩手県フラメンコギター協会　第7回 フラメンココンサート
中ホール　開場13:30 開演14:00 終演16:10 岩手県フラメンコギター協会 TEL 0198-32-1003

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～
大ホール　開場15:30 開演16:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

第27回北上市民芸術祭参加　喜多流北上喜櫻会　第33回　謡と仕舞の会
中ホール　開場11:30 開演12:00 終演15:00 喜多流北上喜櫻会（平野） TEL 0197-64-2701

須川展也サクソフォンライブ
中ホール　開場17：15 開演17：30 須川展也北上公演実行委員会事務局（田村） TEL 090-1497-1371

第15回ルービンシュタイン国際ピアノコンクール　入賞者日本ガラ・コンサート
大ホール　開場18:30 開演19:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

あなたの肺、元気ですか～!! 受動喫煙防止でがん対策をすすめよう
中ホール　開場18:00 開演18:20 終演20:00 北上市健康増進課 TEL 0197-72-8296

北上正時堂　ピアノ発表会
大ホール　開場9:45 開演10:00 終演16：30 北上正時堂 TEL 0197-63-3408

第27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15:00 黒沢尻歌舞伎保存会（高橋） TEL 0197-63-4529

平成29年度青少年鑑賞事業　BLACK BOTTOM BRASS BAND LIVE!
大ホール　開場①10:30②13:30 開演①11:50②14:50 さくらホール TEL 0197-61-3500

鬼っジョブ　～北上おしごとパーク～　2017
全館　開場9:00 開演9:25 終演15:30 鬼っジョブ2017実行委員会（平野） TEL 090-8929-6976

第27回北上市民芸術祭参加　震災復興支援　第39回北上市民謡まつり
中ホール　開場9:00 開演10:00 終演15:20 北上市民謡・舞踊連絡協議会（タカヒロ建築内　高橋宏） TEL0197-67-2465／FAX0197-67-4026

平成29年度 安全安心まちづくり県民大会
中ホール　開場12:30 開演13:15 終演15:30 岩手県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 TEL 019-629-5331

北上市立南中学校吹奏楽部　第27回定期演奏会
中ホール　開場13:00 開演13:30 終演16:00 北上市立南中学校（赤沼） TEL 0197-67-4318

みんなで考えるきたかみ型地域包括ケア推進フォーラム　「幸せに歳を重ねるための心づもりを始めましょう」
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演15：30 北上市在宅医療介護連携推進協議会 TEL 0197-72-8221

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
野外特設会場　17：00～20：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

ルービンシュタイン国際ピアノコンクールガラ・コンサートを楽しむためのピアノ「ファツィオリ」レクチャー　講師：越智 晃（おち あきら）
中ホール　開場13：00 開演13：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

ｃｏｂａ ｔｏｕｒ 2017　25周年記念
中ホール　開場18：00 開演18：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

MANA SONIC 2017（バンドライブ）
ミュージックルーム1　START 16：00～ 高橋学 TEL 090-7523-5357

笑いで応援！『志の輔らくご』　立川志の輔独演会2017
大ホール　開場13：00 開演13：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

3,000
小中高生1,000

3,500
小中高生1,300

2,000
学生（大学・高校生） 500

2,300
学生（大学・高校生） 500

800
学生400

1,000
学生500

2,000
高校生以下1,000

2,500
高校生以下1,500

入場無料

6,000

1,000

1,000

一般鑑賞1,000

３階席 500

5,000

S席 4,500（ペア4,000×２枚）
高校生以下 2,000

参加費2,000（保険、ドリンク、昼食含）
要事前申込※インターネット申込のみ
http://kidsjob-kitakami.jp/

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

参加無料・申込不要

入場無料（要予約）

午後から
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

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

8/11（金・祝）

8/11（金・祝）

8/12（土）

8/19（土）

8/20（日）

8/20（日）

8/23（水）

8/26（土）

8/27（日）

9/2（土）

9/3（日）

9/3（日）

9/3（日）

9/8（金）

9/8（金）

9/10（日）

9/10（日）

9/13（水）

9/17（日）

9/24（日）

9/29（金）

9/30（土）

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

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

予約受付中

入場券不要

入場券不要

入場券不要

入場券不要

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

入場券不要

入場券不要

入場券不要

入場券不要

入場券不要

託児アリ
未就学児入場不可

託児アリ
３歳以下１名まで保護者膝上無料

託児アリ
未就学児入場不可

託児アリ
未就学児入場不可

荒天時は１階正面
エントランスにて

親子で楽しむクラシックコンサート
音楽の絵本　Dandyism

平成29年度松竹特別公演
妖麗　牡丹燈籠　二幕

いわてジャズ　2017

前沢
ふれあいセンター

前沢
ふれあいセンター

岩手県民会館
大ホール

8/12（土）

9/9（土）

サンリオピューロランド25周年記念作品サンリオファミリーミュージカル
ハローキティのドリームトラベラー

とうぎんお笑い寄席 岩手県民会館
大ホール8/23（水）

奥州市文化会館
（Zホール）大ホール9/24（日）

音楽の絵本
親子で楽しむクラシックコンサート

NHK交響楽団演奏会
N響　盛岡公演

岩手県民会館
大ホール8/25（金）

花巻市文化会館
大ホール9/30（土）

鼓童　DADAN2017　打男
坂東玉三郎演出

西川ヘレン文化講演会
「家族愛・ささえ愛・見守り愛・励まし愛」

胆沢文化創造センター
大ホール9/2（土）

奥州市文化会館
（Zホール）大ホール10/7（土）

Autumn Classic Concert in Kaduno 2017
津村和泉ピアノコンサート

鹿角市文化の杜交流館
コモッセ文化ホール10/9（月・祝）

中村天平　全国行脚
ピアノコンサートツアー2017

一関市東山
地域交流センター10/12（木）

一関市民オーケストラ　第17回演奏会 一関文化センター
大ホール10/22（日）

ミッドナイト・イン・バリ
～史上最悪の結婚前夜～
フェドセーエフ指揮
チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ
佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ2017盛岡公演

アメリカ陸軍軍楽隊
ビッグバンドJAZZコンサート

盛岡劇場
メインホール9/6（水）

岩手県民会館
大ホール

岩手県民会館
大ホール

盛岡市民文化ホール
大ホール

10/24（火）

11/6（月）

１２/１５（金）

9/10（日）

MYSTERY NIGHT TOUR 2017
稲川淳二の怪談ナイト～怪談古希 四半世紀連続公演～

奥州市文化会館
（Ｚホール）中ホール9/16（土）

未就学児入場不可

未就学児入場不可

申込開始：８月25日（予定）
対象：小学４年生～６年生
（先着４４０名）

一般鑑賞席は
３階のみ自由席

中学生以下無料

高校生以下無料

小学生以下無料

未就学児入場不可
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