
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

火曜日来店の方、生姜焼定食（¥1000）
とんかつ定食（¥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！！

「岩手地産地消弁当認証」の店

北上市孫屋敷6-1
tel.0120-973-779
fax.0197-64-4266

仕出し・お弁当・オードブル仕出し・お弁当・オードブル
株式会社 クッチーナ株式会社 クッチーナ

・廃棄物運搬処分
・家屋内の清掃
・土木工事

鈴木俊彦

演奏家のお話と
チェンバロで18世紀の
フランスへ

至高のフルーティストとの
出逢い

盛岡出身の
新鋭ピアニストが
初登場

きたかみサロン音楽会
2017-2018

3公演シリーズ
各公演　小ホール〈全席自由〉　開場13：30／開演14：00

vol.1 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

10/8
（日）

vol.2 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～

11/23
（木・祝）

vol.3 佐藤彦大
ピアノ「ファツィオリ」リサイタル

2/12
（月・祝）

9 月

2017.9.1発行
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保守点検日の為休館
9月19日（火）9：00～17：00
9月20日（水）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
●きたかみサロン音楽会
●ブラック・ダイク・バンド
●辻井伸行音楽と絵画コンサート
●青少年芸術鑑賞事業
　BLACK BOTTOM BRASS BAND LIVE！
●That’sが～まるちょばSHOW!
●Live“ＳＡＫＵＲＡ ＢＡＲ”Vol.4
　山下洋輔×渡辺香津美＋纐纈歩美
●いわての演奏家とつくる音楽会シリーズ
　牧野詩織×井上仁一郎
　フルート×クラシックギター

募集
●さくらホールバンド塾
●FINAL LIVE2017

P3～4

募集
●オープンピアノＤＡＹ
●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
●演劇づくりプログラム

貸館公演紹介
●沢田研二 50周年記念LIVE
●北上信用金庫文化講演会

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

サテスタ日記
●スタジオキッザート！

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）
●ランチバイキングに芋の子汁が登場

スポンサーさんこんにちは！
●vol.92　ロシア料理 トロイカ

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 : mauve（モーヴ）

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



三響フルート
24K Gold

東北佐竹製作所創立50周年記念
ブラック・ダイク・バンド

英国ブラス界の最高峰による白熱の演奏！ 辻井伸行の美しいピアノ生演奏とともに、
著名絵画や写真をスクリーンで楽しめる
新しいコンサート！

気軽に楽しめる、あたたかい雰囲気のコンサート

＜第１部＞ 人気の自作×美しいフォトグラフ
美の巨人たち オープニング・テーマ
川のささやき、ロックフェラーの天使の羽
セーヌ川のロンド、風の家
ヴェネツィアの風に吹かれて
コルトナの朝、ジェニーへのオマージュ
美の巨人たち エンディング・テーマ

＜第２部＞ クラシックの名曲×著名絵画
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

プログラム（予定）

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

ブラスバンド

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 ブラスバンド

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《楽器について》紹介します！

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

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

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

「が～まるちょばSHOW！」の名に相応しく、ノリノリの音楽にあわせて
繰り広げられる怒涛のショーに心が躍りっぱなし！押し寄せる躍動感
で世代を超えて会場がひとつになるこの感覚、ヤミツキになります。
世界中探してもこんな舞台はないのではないでしょうか？ 
パントマイムを初めて観るという方でも、
一度で虜になること間違い無し！

共催：株式会社 岩手めんこいテレビ　協力：仙台放送

言葉は一切なし、全世代が笑顔になる！

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 県内指定プレイガイド

※一般公演とは異なり、北上市内の小学生を対象に行う公演です。
※一般鑑賞席は3階席のみとなります。
　未就学のお子様は、保護者の付添が必要となります。
※さくらホールのみの販売です。

パントマイム
託児あり
（要予約）

9/13
（水）

ブラックボトムブラスバンド
BLACK BOTTOM BRASS BAND 
LIVE！（平成29年度青少年芸術鑑賞事業）主催

発売中 大ホール 午前の部 開演10:30
 午後の部 開演13:30
3階席　1,000円（自由席）
※未就学児入場無料（要チケット）

ライブ以外にも映画やテレビ、ＣＭ
などへの楽曲提供、様々なアーティ
ストとのコラボレーションなど活動
の幅を広げているBBBBが「アー
ティスト先生」となり、子どもたちは
身体全体で音楽を楽しみます。
その様子を是非見にいらしてくだ
さい！

託児あり
（要予約）

※セット券は各プレイガイドでも購入可

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

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

ブラック・ダイク・バンドの東北初の公演は、期待以上の感動と興奮
が渦巻くコンサートになること間違いなし!初めてブラスバンドを
聴くお客様にも楽しめるよう、後半は映画音楽メドレーも予定。
「ミッション・インポッシブル」から一気にヒート・アップさせ、小気味
よいリズムを聴かせる「ソウル・ボサ・ノヴァ」など、馴染みがある
メロディを超絶技巧とアレンジで会場を沸かせます。

正統派クラシックから民
族音楽まで。幅広いレパ
ートリーを持つフルート
×クラシックギターの組み
合わせ。温かく包み込ま
れるような旋律や情熱
的なリズムまで、さまざま
な音楽の表情をお楽し
み頂けます。

主催： 一般財団法人北上市文化創造、岩手めんこいテレビ

©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

発売中

クラシック

主催
9/30
一般発売

中ホール
開場18:00
開演19:00
全席指定
5,000円<1ドリンク付>

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。ピアノ
とギターというお互いにメロディとコードが演奏出来る楽器による重圧な
サウンドが聴く者を圧倒します。さらに人気女性アルトサックスプレイヤーの
纐纈歩美が共演するさくらホールのオリジナルジャズライブをお楽しみに！

山下洋輔（ピアノ）
日本のジャズピアノ世界の歴史の中心部たる存在。ジャズ
の基本であるビバップ的な演奏からフリーフォームのエネル
ギッシュな演奏まで自由自在に弾きこなす。どんなジャンルの
曲でも山下流にアレンジすることが出来、最近はバッハの
曲を即興展開して紹介している。

渡辺香津美（ギター）
ジャズ、フュージョン、ロック、ラテン、クラシック等、様々な
ギター奏法をマスターし、日本のジャズギター界のトップであり、
ワン・アンド・オンリーの存在。共演者や曲に合わせて、独自
のカズミサウンドを繰り広げる。

纐纈歩美（こうけつあゆみ）（アルトサックス）
ジャズアルトサックス奏者の巨匠アートペッパーを敬愛し、
その影響を受けたクリアで美しい音色の演奏が好評を博す。
親しみのあるジャズフレーズと、さらに近代ジャズの手法も
取り入れた新鮮なフレーズが随所に見られる。今後の活躍
が最も注目されるアーティストの一人。

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。

ピアノ

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

貴族の楽器チェンバロ

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（さとうひろお）
ピアノ「ファツィオリ」リサイタル

ファツィオリに寄せたメッセージ

vol.3

10/8
（日）

11/23
（木・祝）

2/12
（月・祝）

2018

ワルター・アウアーさんが使っているフル
ートは、日本のメーカーである「三響」の
24Ｋフルートです。三響はハンドメイドを
する上で非常に丁寧に工程を進めるこ
とで、最高品質とも言えるフルートを作
り上げるメーカーです。
2014年、アウアーさんがさくらホールに
来たときには、「本当にいい楽器で、
様々なカラーが僕の思いのままに出せる」
とおっしゃっていました。
世界最高のアーティストが「僕の身体の一
部」と信頼する三響のフルートで奏でる、
澄み切った音色をお楽しみに！

佐藤彦大「ファツィオリは他社に無い独自の
音色を持った素晴らしい楽器です。私自身、
公でファツィオリを演奏するのは初めてで、今
からとても楽しみにしております。皆様に楽器
の魅力と感動を最大限にお伝えできればと
思います。」
調律は、世界で活躍するファツィオリ調律師
の越智晃（おちあきら）氏です。乞うご期待！！

チェンバロ

フルート奏者が全幅の信頼を寄せる日本メーカー

３人のアーティストから生まれるジャズの新境地

チェンバロはなかなか演奏を聞く機会が少ない楽器ですが、佇まいも音色も
魅力的。チェンバロと形が似ていて、私たちに馴染みのあるピアノと比べなが
らご紹介します。演奏会では西山まりえさんのお話とチェンバロ演奏で18世
紀のフランスへ。（ピアノの演奏はありません）
●音を出すしくみ
ピアノはハンマーで叩いて音を出す「打弦楽器（だ
げんがっき）」、チェンバロは爪で弾くことによって音
を出す「撥弦楽器（はつげんがっき）」です。ピアノの
音が「ポーン」ならば、チェンバロは「チーン」という感
じ。しくみが違うので音色がぜんぜん違います。
●チェンバロはビジュアルにこだわる
チェンバロは貴族のための楽器でした。宮殿や教
会、庭園、そしてドレスなども豪奢を極めたバロック
時代、楽器はその時代の家具と調和する芸術
品としての意義もあったわけです。本公演で演奏さ
れる楽器は、イタリア・フィレンツェで絵画修復や金
箔技法を学ばれた高倉さんの作品です。とても美し
いのでぜひ間近でご覧ください。

●強弱がない？！
チェンバロは構造上、ピアノの
ように音の強弱を付けることが
できません。では、どのように音
楽を表現するのでしょうか。
●黒と白が逆
楽器の写真をご覧ください。白
鍵・黒鍵が見慣れたピアノとは
逆ですね。貴族の女性のたしな
みとして演奏されたチェンバロ。
白い肌が絶対的な美徳とされた
時代、より白く美しく映えるよう、
数が多い方の鍵盤を黒くしたそ
うです。（諸説あり）

1624 ヨハネス・ルッカース
フレミッシュ・ラヴァルマンモデル
2014年 ハヤシチェンバロ製作所製造

装飾：高倉由美子
全長：225cm　全幅：84cm

ファツィオリ　F278
参考：「楽器の世界コレクション」
http://www.gakkinosekai.com

今年もやってまいりました、北上で一番大きな（自称）ライブイベント！
FINAL LIVE の出場受付が9月9日（土）より始まります！

★最先端の音響照明！！
★グランプリバンドにはレコーディング権！！
★U-20グランプリ登場！！
　若手バンドにもレコーディングチャンス！！！

出演希望者は、申込用紙をさくらホール窓口、あるいはホームページ上から
ダウンロードして、ご記入の上さくらホールへご提出ください。

応募締切 11月26日（日）
※10月31日までにお申込みいただくと、公式チラシにバンド名が記載されます！
お申込み、お待ちしております！！

募 集 ：
持ち時間：
条 件 ：
参加費①：
参加費②：

申込
受付中

主催

さくらホールバンド塾2017

2018年3月10日（土）Part.④　参加費：一般2,000円 高校生以下1,000円
プロに習う！マニピュレーターの世界！
大塚愛のバンドマスター、平井堅や幸田來未などに楽曲提供＆ライブ
出演しているCharlie Komuta氏に新たなパート“マニピュレーター”
について教えてもらいます！

前半はステージでの音の追及。練習とは明らかに
違う音場でも最高のパフォーマンスを発揮しよう！
ジャズピアニスト北田了一さんを講師に、作曲
とアレンジの極意を教わります！

バンド

主催
ライブ

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）9:00～16:00Part 3

参加費：一般1,000円 高校生以下500円
年間参加も受付中！
年間参加費：一般2,000円　高校生以下1,000円
年間参加の方は、さくらホール FINAL LIVE 2017への
参加料割引があります！
※詳しくは下記のFINAL LIVE 2017の記事をご覧ください。

9:00～ 
   13:00

14:00～
16:00

今後のバンド塾の予定

開催日時：2017年12月31日（日）10：30～20：30予定

応募の仕方

募集要項
20組（出演希望が多かった場合は抽選となります）
各組25分（転換込み）
ジャンル不問。（危険なくステージに上がれる団体）
1組20,000円（一般チケット1,000円×20枚付属）
1人2,000円（付属チケットなし・2人以上の構成に限る）
※参加費は①か②のどちらかを選択してください。
※バンド塾年間参加者は参加費が半額になります。

いわての演奏家とつくる音楽会シリーズ
牧野詩織×井上仁一郎
フルート×クラシックギター

いわての演奏家とつくる音楽会シリーズ
牧野詩織×井上仁一郎
フルート×クラシックギター
12/14
（木）

小ホール　開場18:30 開演19:00
全席自由　1,000円　※未就学児入場不可 託児あり

（要予約）

プレイガイド

北田了一

 FINAL LIVE 2017
出場者募集！

いわての演奏家・

牧野詩織・フルート
（花巻市）
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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1月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）
2018年10月の大・中・小ホール（区分利用）

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10月の利用調整会議※受付18:00～18:30
10月1日（日）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

9月より、ランチバイキングに“芋の子汁”が登場！具だくさんの芋の子汁は、食欲の秋にはうって
つけの一品♥里芋やきのこ、秋の恵みがたくさん入った岩手の郷土料理は、体も心もポカポカに
温まりますね♪恵び寿庵の芋の子汁は醤油ベースとなっており、里芋がたっぷり入っています！
皆様、この機会にぜひ足をお運びになり、秋の味覚を堪能してくださいませ。

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4回：9月4日  第5回：10月12日  第6回：11月9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
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】（株）ジー・アイ・ピー
問い合せ先：チケットGIP 022-222-9999 【主催】北上信用金庫　問い合せ先：北上信用金庫業務部 0197-63-2307

原千晶氏 プロフィール
生年月日 ： 1974年4月27日　出身地 ： 北海道帯広市　血液型 ： Ｏ型
特　技 ： 剣道（初段）、アロマセラピー（2004年アロマインストラクターの資格を取得）
趣　味 ： 読書、文章を書くこと、手芸、ジョギング、 ガーデニング、石鹸・ミニチュアフード作り
デビュー ： 1994年 第21代「95クラリオンガール グランプリ」
【主な活動】
●テレビ ＴＢＳ「ひるおび！」、ＮＨＫ「あさイチ」　
●書籍 「原千晶39歳　がんと私、明日の私、キレイな私。」(光文社)
●講演会2005年に子宮頸がん、2009年に子宮体がんと診
断され子宮の全摘出。自身の体験をもとに全国各地にて、子宮
頸がん検診促進の講演会を開催。

そのほか、映画、写真集、書籍などで幅広く活躍中。

沢田研二デビュー
50周年記念コンサート
の北上公演が決定！
1967年「ザ・タイガース」
のデビュー曲『僕のマリ
ー』から2017年の新作
『ISONOMIA』までの
全シングル曲の中から
厳選した50曲で構成！！!
この特別な公演を
お見逃しなく！ 

10/5
（木）

発売中 大ホール　開場17:30 開演18:00 
全席指定　8,000円

沢田研二
50周年記念ＬＩＶＥ 2017～2018

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。8月10日のワーキング
では、北上の景観資産となっている芸術イルミネーションパーク
の効果や問題点を検証し、課題
を洗い出しました。9月は鑑賞促
進事業を検証します。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。

日時：9月25日（月） 19:00～21:00
場所：さくらホールサポーターズルーム
持ち物：筆記用具

9月のフロントスタッフ研修会

◀7/18 フロント＆託児スタッフ交流会でわきあいあい

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。
初回サポーター登録に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。

10/18
（水）

入場
無料

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

※満席の際は入場をお断りする場合があります。

講演会

第24回北上信用金庫文化講演会
講師 原 千晶 氏
大切にしたい自分の体
～２度の子宮がんを経験して～　

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

大アトリエ
17:00～18:30
衣裳づくりの会

９/12
（火)

ダンスクラス

9/26
（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）

ダンス特集！！

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） ■参加料

※参加料は500円となります。
※レッスンの場合には、先生
　から別途500円を頂戴いた
　します。
※1人1日1時間のご予約と
　なります。

初めての参加者対象

・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。
・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。

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！

受付中 ９月16日（土）受付分

主催

ピアノ

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。

WORKSHOP

あなたの体験や日常をドラマに仕立てるワークショップを
予定しています。

ただいま企画を温めています。詳細次号。お楽しみに。

・自分の体験をもとにしたストーリーづくり
・自分史、他人史、地域史をクリエイト
・自分を見つめ直すキッカケ

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！

今回の舞台は、北上のとある商店を中心とした物語になりそうです。
ワークショップでは、それぞれが書いてきたストーリーを1つにまとめ
る作業を行いました。登場人物や設定に思い入れを込めて書いてきた
だけあって、こんな人がいたらたぶんこういう行動をするだろう、こう
いうセリフを言うだろうと自分の事のように熱く語る方もいて楽しかっ
たです。この物語の登場人物にリアリティを持たせるために、北上の日
常を知る人や、商店を営む人のお話などを盛り込んでいきたいので、物
語の肉付け作業に加わってくれる方をお待ちしています。ちょっとした

体験談やあなたの知識が物語をよりおもし
ろくしていきます。

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 .3  

問い合わせ

キッザートキッザート

9月10日（日）13：00～16：00
場所：多目的室

次回
開催

チーズケーキを作り続けて今年で40周年感謝記念！
トロイカ本店にてチーズケーキをお買い上げの方は、2割引にいたします。

※期間　平成29年９月1日～９月30日（水曜定休）
※期間限定割引価格サービスは本店のみです。他の店舗での取り扱いはしていません。何卒ご了承ください。

ロシア料理 トロイカ
vol.92

二子いもの
出荷が始まり次第
登場！

キッザートダンス
子ども会ワークショップ

スタジオ
さくらーと

夏休み！ということで、キッザートプレゼンツのダンスワ
ークショップを、花巻市の子ども会が主催して開催し
ました。小学1年生から5年生の子どもたちとお母さ
ん方が参加。企画したお母さんはキッザートに対し
て「おもしろい大人がたくさんいて、ダメだって一言
も聞いたことがない。これをしちゃいけないではなく、
子どもたちの可能性を無限に広げようとする姿勢が
非常にいい！」とおっしゃっていました。一度目の当
たりにしたり、体験してみると、子どもたちの感受性
が刺激されていることが一目瞭然なので、是非体
験しにお越しください！（莉）

最後に、アーティスト
先生の伊藤知奈美
さんからいただいた
メッセージをご紹介
します。

キッザートは毎月1回コンスタントに来れるので、私と子
どもたち、子どもたち同士、子どもたちとさくらホール、
それぞれの関係性がだんだん育っているのを感じていま
す。子どもたちもそのことを感じとって身体も心も開放し
ていっています。

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～

さくらホール
での会議利用時など、
お弁当の注文も
承っております。
※予算に応じて。

整理券の
入手方法

10月5日（木）午前9時から、北上信用金庫
本店・支店窓口にて、先着順にお渡しします。

「あっ」「何もない？」「床がある？」…「影がある！」
子どもたちの想像力を育んで、
表現する楽しさを体感しています。
想像して、生み出す「創造性」を育むダンスクラス
自分の個性を発揮する楽しさと、個性を受け入れる
感受性の成長が期待できます。

指さした先には
何がある？

指さした先には
何がある？

ポーズ！！こんにち
輪！
こんにち
輪！

5号·15㎝（6人分） ￥2,880
6号·18㎝（8人分） ￥3,805
7号·21㎝（12人分） ￥5,760

1カット ￥486
チーズケーキ

ランチタイムは
60分食べ飲み放題
バイキング（税込900円）

地域の演劇活動推進事業
「演劇づくりプログラム」

ただ
いま

構想
中

表示価格から
2割引します。

8月11日
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ホテル
ルートイン
北上駅前
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　  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
テ
ル
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
北
上

トイザらス ビッグボーイ
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↓

江
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釜
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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8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8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。

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
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

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

第27回北上市民芸術祭参加　岩手県ピアノ音楽協会北上支部  第31回ピアノコンサート
大ホール　開場13:00 開演13:30 終演16:30 岩手県ピアノ音楽協会北上支部（宍戸） TEL 080-3321-7564

Ａｆｆｅｔｔｏ　ピアノ・エレクトーン発表会
中ホール　開場①10:15②13:45 開演①10:30②14:00 Ａｆｆｅｔｔｏ（アフェット） TEL 0197-64-1524

沢田研二　50周年記念ＬＩＶＥ　2017～2018
大ホール　開場17:30 開演18:00 チケットGIP TEL 022-222-9999

第27回北上市民芸術祭参加　第53回秋の演奏会
大ホール　開場14:30 開演15:00 終演18:00 北上地区高等学校音楽連盟事務局（ 黒沢尻工業高校吹奏楽部 佐々木） TEL 0197-66-4115

北上市立和賀東中学校吹奏楽部　ありがとうコンサート
中ホール　開場13:30 開演14:00 終演15:30 北上市立和賀東中学校（門脇） TEL 0197-73-5106

北上市立上野中学校吹奏楽部　第33回定期演奏会
大ホール　開場13:30 開演14:00 終演16:00 北上市立上野中学校（柿沢） TEL 0197-64-5371

北上市立飯豊中学校吹奏楽部　第25回定期演奏会
中ホール　開場13:30 開演14:00 終演16:00 北上市立飯豊中学校（伊藤・八木） TEL 0197-68-2714

きたかみサロン音楽会ｖｏｌ．1　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
小ホール　開場13:30 開演14:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

第27回北上市民芸術祭参加　第51回北上市内音楽教室合同発表会
大ホール　開場13:00 開演13:30 終演16:00 市内音楽教室連合会（髙橋） TEL 0197-64-1178

第12回　北桜フェスティバル
中ホール　開場12:00 開演12:30 終演16:00 黒沢尻北地区自治振興協議会・北桜フェスティバル実行委員会 TEL 0197-65-1941

平成29年度　北上市安全・安心まちづくり大会
中ホール　開場13:30 開演14:00 終演16:00 北上市地域安全推進市民会議 TEL 0197-64-2111（内線6119）

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16:15 堀内加代子ピアノ教室 TEL 090-5595-1316

北上市立北上中学校吹奏楽部　第41回定期演奏会
大ホール　開場14:30 開演15:00 終演17:00 北上市立北上中学校（小原） TEL 0197-63-3129

北上ブラスシンフォニー吹奏楽団　第1回定期演奏会
中ホール　開場17:30 開演18:00 終演20:00 北上ブラスシンフォニー吹奏楽団（代表 林） TEL 080-6058-9077

第24回北上信用金庫文化講演会　講師 原 千晶氏　「大切にしたい自分の体～２度の子宮がんを経験して～」
大ホール　開場18:00 開演18:30 北上信用金庫（業務部） TEL 0197-63-2307

2,000
学生（大学・高校生） 500

2,300
学生（大学・高校生） 500

400 500

1,000

500

500

8,000

1,500
高校生以下1,000

一般鑑賞1,000

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（要申込）

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

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

入場無料

夕方から
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

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

午後から
混雑

午後から
混雑

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）

10/1（日）

10/1（日）

10/5（木）

10/7（土）

10/7（土）

10/8（日）

10/8（日）

10/8（日）

10/9（月・祝）

10/9（月・祝）

10/11（水）

10/14（土）

10/15（日）

10/15（日）

10/18（水）

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

主催者へ
お問合せください

北上市健康増進課
にて申込受付中
9/5（火）締切

入場券不要

入場券不要

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

入場券不要

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

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
未就学児入場不可

平成29年度松竹特別公演
妖麗　牡丹燈籠　二幕

第1回いわてジュニア・オーケストラサミット

ドキュメンタリー「人生フルーツ」上映会

前沢ふれあいセンター
チェリーホール

岩手県民会館
大ホール

日本現代詩歌文学館
講堂

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

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
レイナニマキ　フラスタジオ
第1回発表会

花巻市文化会館
大ホール

花巻なはんプラザ
COMZホール

9/30（土）

10/1（日）

鼓童　DADAN2017　打男
坂東玉三郎演出

奥州市文化会館
（Zホール）大ホール10/7（土）

野中香潤　フラメンコリサイタル 前沢ふれあいセンター
チェリーホール10/8（日）

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
釜石市民ホール開館記念
佐渡裕指揮シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会2017

レコードデビュー40周年記念
伊奈かっぺいトークライブinやはば2017

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（マリオス内）

釜石市民ホール
ホールA

矢巾町文化会館
（田園ホール）

10/24（火）

劇団東京ヴォードヴィルショー　第71回公演
田茂神家の一族（作：三谷幸喜）

花巻市文化会館
大ホール10/27（金）

11/6（月）

11/12（日）

１２/１５（金）

12/16（土）

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）

9/17（日）

9/23（土・祝）

定員300名
未就学児入場不可

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

未就学児無料

未就学児無料

10月5日（木）午前９時から
北上信用金庫本店・支店窓口にて、
先着順に整理券をお渡しします。
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