
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

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

㈱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

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

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

「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

「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

鈴木俊彦

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

廃棄物収集運搬中間処理廃棄物収集運搬中間処理

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
平成29年度いわて特産品コンクール

いわての物産展等実行委員会会長賞を受賞！！

謹賀新年

2018年もよろしくお願い致します。

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！
各種オススメ料理ご用意しております

特大号

この度、さくらホールは開館からの取組みが評価され、
「平成29年度地域創造大賞（総務大臣賞）」受賞施設
に選定されました。

祝 平成29年度地域創造大賞
（総務大臣賞）受賞

謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

1 月
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保守点検日の為休館
1月16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
Sactive倶楽部2018
●宝塚歌劇雪組　全国ツアー公演
●竹生企画「火星の二人」
●松竹大歌舞伎　出演：尾上菊之助
●佐渡裕指揮 
　シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会
公演案内
●立川志の輔独演会
●さくらホールしょうげき！公演Vol.2
　初心者のための◎乙女文楽

P3～5
公演案内・募集
●音の玉手箱～目と耳で楽しむ打楽器アンサンブル
　出演 小原史織 他
●イッセー尾形の妄ソーセキ劇場
●第41回北上市民劇場 「I CANフライ」
●立川志の太郎落語会
●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

P6～8

貸館公演紹介
●きたかみ地域教育力向上フォーラム
●第27回北上学園合同チャリティーコンサート
●北方領土返還要求岩手県大会
●鬼よ燃えろ！冬のみちのく芸能まつり
●フォルダ祭りｉｎさくらホール
●三山ひろしコンサート　チケット発売情報

ＳＡＫＵＲＡ ＮＯＴＥ①
●ひとにやさしい駐車場

ＳＡＫＵＲＡ ＮＯＴＥ②
●デジタルサイネージ

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

募集
●さくらホールサポーター

さくらホールnavigation
●vol.16 ～襖模様替え～

館内レストラン恵び寿庵（えびすあん）
●「新年会」ご予約承ります

スポンサーさんこんにちは！
●vol.96　まるぎゅう

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 

いつも人で賑わう 
“まちの文化広場”さくらホール
365日、世代を超えて人々が集まり、
特に用事が無くても気軽に入って利用する。
まちの中の広場として、人と人、人とアート、
様々な交流の“なかだち”として
ホールが機能しています。

アートファクトリー
公園の様な大空間に点在する練習
室。いつも多彩なアート活動が行わ
れ、ガラス張りの室内をついつい覗い
たら、自分も参加したくなってしまい
ます。

アートファクトリー
公園の様な大空間に点在する練習
室。いつも多彩なアート活動が行わ
れ、ガラス張りの室内をついつい覗い
たら、自分も参加したくなってしまい
ます。

さくらパーク
厳しい冬季でも春のようにの
びのびと活動できるようなイ
ンドアパーク。
ママとベビーが散歩したり、
学生が勉強したり、若者が恋
をしたり、ご婦人方がおしゃ
べりしたり。

さくらパーク
厳しい冬季でも春のようにの
びのびと活動できるようなイ
ンドアパーク。
ママとベビーが散歩したり、
学生が勉強したり、若者が恋
をしたり、ご婦人方がおしゃ
べりしたり。

アートとの偶然な出会い
さくらパークで突如として始まるダンス・
パフォーマンス、正面玄関に老若男女が集
う、盆踊り大会。空間があるだけでなく、こ
こにはアートとの出会いがあります。日常
にアーティストの刺激が加わって、グレー
ドアップした新しい日々が始まります。

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



竹中直人×生瀬勝久 個性派俳優の激突！
人気劇作家・倉持裕が書下ろし！
ヒロインには上白石萌音の出演決定！

世界的指揮者、レナード・バーンスタイン
生誕100年「最後の愛弟子」である
佐渡裕による渾身の演奏会が開催決定！！

歌舞伎界のプリンス、尾上菊之助が登場！！
おみやげ屋さん、お茶屋さんなど、
お楽しみもたくさん。

幕末ロマン 『誠の群像』
─新選組流亡記─ 
原案/司馬遼太郎作
 「燃えよ剣」「新撰組血風録」
脚本・演出/石田昌也 

レヴュー・スペクタキュラー 
『SUPER VOYAGER!』
─希望の海へ　作・演出/野口幸作

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

1/28
（日）

さくらホールしょうげき！公演Vol.2
初心者のための
◎乙女文楽主催

発売中 小ホール　開場13:00 開演13:30 
全席自由
一般2,000円 高校生以下700円
親子ペア2,500円
※親子ペアは大人1人と高校生以下1人の
　組合せであればどなたでも対象
※未就学児入場不可

文楽

託児あり
（要予約）

ペア券
（PG購入可）

演目「義経千本桜」道行初音旅
よしつね せ ん ぼ んざくら みちゆきはつねのたび

4/28
（土）

立川志の輔独演会2018

宝塚歌劇雪組
全国ツアー公演

主催
1/27
発売

大ホール
開場13:00（予定） 開演13:30
全席指定　一般　3,500円
※未就学児入場不可

4/12
（木）

大ホール
昼の部　開場13:30 開演14:00
夜の部　開場17:30 開演18:00
全席指定　
S席　7,000円
A席　4,000円　3階席2,000円

※ペア割引はさくらホールのみ　

※未就学児入場不可

※発売開始時間はプレイガイドにより異なります。

落語

託児あり
（要予約）

5/17
（木）

竹生企画「火星の二人」
主催
1/27
発売

主催
1/14
発売

大ホール
夜公演
全席指定
S席　7,500円
A席　4,500円
※未就学児入場不可

演劇

人形解説つき
文楽の豊かな表現力を女性の
ひとり遣いによって可能にした人形芝居。
さくらホールオリジナルで、解説つきの
分かりやすい公演に仕立てました。

そもそも文楽とは

こんな方におすすめ！

文楽とは人形浄瑠璃のこと。浄瑠
璃という音楽に合わせて人形をあ
やつり演じる、人形芝居のこと。

▶文楽の入門編を見て見たい。
▶歌舞伎などの古典芸能が好き。
▶人形や衣装に興味がある。
▶フィギュアが好き。
▶大河ドラマが好き。

S席限定ペアS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

宝塚歌劇

会員だけのオトクな5大特典付き！会員だけのオトクな5大特典付き！
基本4公演
セット

29,000円→26,000円
3階席セット（各Ｂ席相当）

14,500円→13,000円
サクティブクラブ　　　　20182018 サクティブクラブ　　　　

1 2 3 4 5

基本4公演基本4公演

観劇デビューや今まで未体験のジャンルを
お試ししたい方にピッタリなプランです。

Sactive倶楽部
サクティブライト

3階席限定

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！

「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！

ご希望により、10%割引で
お得に追加できる公演も
登場予定！

※座席の指定は先着順となりますのでご了承ください。

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 マイセレクト

2018年よりすぐりの4公演を一般発売に先駆けて、
お好きな座席を指定してお得にセット購入できるメンバーズ倶楽部です。

同じく10%OFFで ＋ 追加できるマイセレクト公演も登場予定！

10％
OFF

12/22
（土）

佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ
演奏会2018主催

大ホール　開場14:15　開演15:00
S席 7,500円
A席 6,000円
※未就学児入場不可

吹奏楽

託児あり
（要予約）

託児あり
（要予約）

7/8
（日）

松竹大歌舞伎
出演：尾上菊之助 ほか

主催

大ホール
昼夜2公演 全席指定
特等席　7,000円
3階席　2,000円
※未就学児入場不可

歌舞伎

佐渡裕

定番サービス
ペア割

定番サービス
ペア割
昼・S席×2名様昼・S席×2名様

昼夜・A席×2名様昼夜・A席×2名様
各500円引！各500円引！

各500円引！各500円引！

・サクティブ倶楽部2017会員限定受付…9:00～
・新規会員発売開始…14:00～

※1/13の受付日に限りご来館の方が優先です。電話でのお申し込みは15：00から受付いたします。

※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。

申込受付
日時： 1月13日（土）より
会場： さくらホール中ホール

主催：（公財）岩手県文化振興事業団・（一財）北上市文化創造

 岩手日報社・IBC岩手放送

のぞみ ふうと まあや きほ
≪主演≫望海風斗、真彩希帆

速報！今年も開催！
笑いで応援『志の輔らくご』

不思議！表情豊かな人形のかわいさ
人形は人間ではありえないすばやい動きや変化を見せてくれます。人形は人間をデフォルメ
（誇張）して表現することができるので、人間が演じる以上に感情移入ができてしまうから
不思議です。静御前が着ている打ち掛けの刺繍や佐藤忠信の源氏車を散らした衣装も魅力的。

人形と一体。人形遣いの技。
通常文楽は「三人遣い」で操作されるのに対し、乙女文楽は「一人遣い」。人形遣いの身体と
人形が連動することで、表現がリアルでスピード感が増しています。静御前の舞には優美な
中にもりりしさを感じることができます。

時代を経ても変わらない「人間のこころ」
昔の人々が感動した物語。時代を経ても変わらずに物語を見る事ができます。

佐藤忠信 静 御 前
さとうただのぶ しずかごぜん

前野朋哉 高橋ひとみ 池岡亮介

竹中直人 上白石萌音 生瀬勝久

尾上菊之助

演目解説：登場人物や物語のあらすじなどの説明があります。
人形解説：人形の仕組みなどを間近にご覧いただけます。

先着順

先着順

©宝塚歌劇団

一般発売　1月14日日 9：00～

今回は桜の季節の落語会！桜花爛漫！
みんなで笑って、笑って、
笑顔の花を咲かせましょう！

各S席セット

P1 P2



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

※聞こえ補助のマークのある公演は、お客様の聞こえをサポートする補助システムをご用意しています。事前にご相談ください。
※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】カワトク 

他プレイ
ガイド

クラシック

主催

発売中

主催

発売中

インターネットチケットサービス

音の玉手箱◎目と耳で楽しむ打楽器アンサンブル
～武蔵野音楽大学打楽器課卒業生による・打楽器五重奏
音の玉手箱◎目と耳で楽しむ打楽器アンサンブル
～武蔵野音楽大学打楽器課卒業生による・打楽器五重奏

小ホール　開場13:30 開演14:00
全席自由　1,000円
※未就学児入場不可 託児あり

（要予約）

小原史織 森本美月 田中里幸 飯野智大 冨岡春絵

託児あり
（要予約）

2/17
（土）

イッセー尾形の妄ソーセキ劇場

▽太鼓なんて叩くだけじゃんと思っている。
▽リズム感ってなんだろうと思っている。
▽吹奏楽部で打楽器を担当している。

▽バンドマン、和太鼓マン。
▽算数、数学が好き。

協力

発売中

中ホール 開場14:00 開演14:30 
全席指定　
5,000円（当日500円増し）
※未就学児入場不可

演劇

いわての演奏家とつくる音楽会シリーズいわての演奏家とつくる音楽会シリーズ

2/4
（日）

さまざまな音色の打楽器の魅力を、目と耳で楽しみ、驚き、存分に味わう演奏会

こんな方におすすめ！

2/24
（土）

・25
（日）

第41回北上市民劇場　「Ｉ ＣＡＮ フライ」

中ホール
開場13:30 開演14:00（両日とも）
全席自由　前売1,000円 当日1,200円
※未就学児無料

演劇

舞台は近未来。北上コロッケの誕生からはや20年、今や押しも押されもせぬ岩手のソウ
ルフードとして、首都圏はおろか海外でも大ヒット中！登場人物それぞれの思惑を胸に、更
なる飛躍を目指し田舎の商店が動き出す。アツアツなのはコロッケだけじゃない！

作品についてインタビュー
「北上らしさ」というのはどこにあるか。それぞれの作者の異なる想いがシーンごとに出てきて
いるので、場面ごとに共感を得られると思います。また、この作品は家族の話ですので、「北
上市の家族」に対する想いもまたそれぞれに伝わると思います。
それから、舞台が北上の寂れた商店なのですが、その商店が再生というか、何をどういう風
に目指して行くのかという事が描かれています。
つまり、とある田舎町の商店がどのように今後生きていくのか。それは多分、北上だけではな
く、岩手県各地の都市部の周辺のまちが抱える問題がこの舞台で描かれていくことになる
んじゃないかと思います。

あら
すじ

プログラムの聴きどころ

託児あり
（要予約）

同時手話
通訳あり

vol .7  演劇、作ってます。

脚本制作PJからメンバーを監督するのは
くらもちひろゆきさん＜架空の劇団＞

皆さんが「北上」に持つ印象は？ 

名物は北上コロッケ

最近シカやクマも多い

やたら高橋さんが多い

打楽器とは、打つ、こする、振るなどして音を
出す楽器のことで、多種多様な楽器がある。
正確なテンポを刻んでキープすること、音量や
奏法のセンスも問われる。
小太鼓、タンバリン、マリンバ、ティンパニ等

打楽器とは
だがっき

 GREETINGS TO HARMANN（ハーマンの手紙）
 プログラムで唯一、太鼓だけの曲。美しく、正しいリズムだけでつくられ
るこの曲はとにかく難しく、かっこ良い。

 Sculpture in Wood（スカルプチュア イン ウッド）
 マリンバ３台を４人で演奏。ホールに満ちるマリンバの豊かな響きがと

ても心地よい。自分だけの音を追求する演奏者のオリジナリティあふ
れる動きにも注目。

 Riverdance（リバーダンス）
 アイリッシュ・ダンスやアイルランド音楽を中心とした舞台「リバーダ
ンス」の世界観を、打楽器だけで表現する。美しく力強い世界観に
圧倒される。

初心者にもお薦めの落語会

協賛：木の香の家 乾燥ストレスゼロの家─うるおいのある住まい─

託児あり
（要予約）

3/4
（日）

立川志の太郎落語会2018
主催
1/8
発売

小ホール　開場13:00 開演13:30
全席自由　1,000円
※未就学児入場不可

落語

大好評！岩手を愛する、立川志の太郎による落語会。例えば、ベテラン
の落語家と同じ演目でも若手落語家ならではの勢いとフレッシュさを
楽しむことが出来ます。落語は決して敷居の高いものではなく、何の
予備知識もいりません。映画と同じように、その作品に没頭して一人で
想像力を膨らませ、もっと自由に楽しむ!これから落語を体験してみた
い方にもお薦めの落語会です。是非気軽にお越しください。

立
川
志
の
太
郎

出演者として舞台で「演じる」、企画・運営・スタッフとして「つくる」だ
けでなく、観客として市民劇を「見る」みなさんも市民劇に関係する方
として、この公演に関わる全員が「北上」のことを考えていく作品を作
りたいと考えました。今年からは新しくチームでの制作方法に変え、
「北上ってどんなところ？」と参加者みんなで話合いながら脚本・演出
を考えています。北上の過去といま、そして未来を考えるきっかけとな
る、とある北上の家族のお話ができあがりました。

41回から新たなスタート！
みんなで作る「ネオ」な市民劇場！

みんなの意見をまとめて、
北上の「いま」を盛り込んだ作品になりました！

立
川
志
の
輔 

六
番
弟
子

二
年
ぶ
り

　
二
度
目
の
落
語
会

イッセー尾形さんが創りだす一期一会の一人芝居。是非、ここさくらホールで出会って欲しい舞台作品、そして役者さんです！お待ちしております。

2月に初北上公演が実現したイッセー尾形さんをお迎え
し、公演内容の見どころや芝居の着想、舞台を創る醍醐味
についてのお話を、そして北上公演実行委員の皆さんから
は、イッセーさんにお伝えしたいお勧め北上自慢などをあ
れやこれやと。質問にも丁寧にお答えいただくなど、とても
アットホームな時間を一緒に創ることができ、公演が待ち
遠しくなりました!

『妄ソーセキ劇場』の愛すべき
登場人物≫≫
　漱石さんで一人芝居をと依頼があり、主人公
以外で自分が興味を持つ登場人物にスポット
をあて、複数の人物を演じることを考えて読み
直してみた。漱石さんは明治の人だけど、意外
や意外、現代にも脈々と続くテーマを描いてあ
るなと、これは絶対やる価値あるなと。漱石さ
んは落語好きだったから、人間を温かく愛情
を持って捉えているからこそ、悪い奴や欲望も
せきららに描いちゃう、愛情が故に。愛情を
ベースにもって大事な核として演じたい。登場
人物を、そういう面とチャーミングな部分も一
緒にして丸ごと出しちゃおうと、どちらかに偏
らずに演じています。

お客様も共演者≫≫

　小説は文字なので、本を開けばいつでもそこ
にあるけれど、舞台は今日この時間にしか生ま
れない、それは観客とやりとりして創れる空気
だったりします。そこのところが小説に比べる
とうんと儚いものですね。けれど、その場に居
合わせた僕も含めて観客と一緒に何かを創る
ことは、やる価値のあることですね。若い頃は、
頭の中に詰め込んだ台本をやりきるんだ～と
無我夢中、お客さんとどういうやりとりをした
のかも何も覚えていなかった。舞台を重ねた今
は、「今日はこのお客さんと何かを創る」、ライ
ブとはそういうことだなぁと、海外に行ったり
経験して到達したことですね。

出会いが舞台を創る≫≫

　初の北上公演が実現したのは、ピラティスの
先生のお母さんを中心に「是非北上で一人芝
居をやって欲しい」と実現に向けた実行委員の
皆さんの熱意から。今日の皆さんの様子やお
話を聞いた鬼や山々、りんごや桜のことなどが
合わさって、また新しい台詞を思いついたりも
する。今の日本人を形作っている日本の原風景
の、大地のようなところでやりたいなと、北上
という場所に自分のこれから創っていきたい
なという方向がはっきりした。「大地、その上に
ぽんっと現代人、それだけ。」という大胆なシン
プルさにすごい可能性を感じました。とても良
い大事な機会でした。

プレイベント
『イッセー尾形さんを囲む会』
12月7日木　中ホールステップホワイエ

※随時申込可能、途中参加も大歓迎です。

主催：（一財）北上市文化創造・北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし　
協力：北上コロッケ暖簾会・北上コロッケまるっとLab　
後援：北上市・北上市教育委員会
お問合せ先：さくらホール 0197-61-3300　
 北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし事務局 090-8617-5346（髙橋）

■プレイガイド：《北上》江釣子SCパル・さくら野百貨店北上店
総監督：くらもち ひろゆき/脚本：北上市民劇場制作プロジェクト

1月

12月

11月

7～
10月

6月
「イチから物語をつくるワークショップ」

脚本制作プロジェクトスタート！

メインキャスト決定
脚本制作PJのおかげで準備万端！！

本読み＆稽古

ヒューマンドラマの誕生！！

制作発表

全7回！！時には宿題もありました。

PJメンバーで毎月少しずつ物語に

立ち稽古＆役作り

1/8㊊・1/10㊌・1/12㊎・1/14日・1/16㊋・
1/18㊍・1/21日・1/24㊌・1/26㊎・1/28日・
1/30㊋

平日 19：00～ 日曜日 14：00～稽古日程

1/21日 13：00～ 舞台安全講習

聞こえ補助

＼イッセー尾形さんが語りました！／

P3 P4



1/27
（土）

フォーラム

　子どもたちの健やかな成長を支
える活動が市内各地で展開され、
地域教育力を高める原動力となっ
ています。これら活動の情報を共
有し合い、地域の教育力の理解を
深めるフォーラムを開催します。
　活動の事例発表の他、和賀町藤根
育ちの脳神経外科医兼ファッション
デザイナーの折居麻綾（Drまあや）氏
による地域とのかかわりに関する
講演もあります。

　学校法人北上学園
（専修大学北上幼稚
園・専修大学北上高
等学校・専修大学北
上福祉教育専門学
校）の３校合同による
演奏会です。幼稚園
児による歌や合奏、高校生の郷土芸能部によるステージ、専門
学校生の手話コーラスやダンス、フィナーレの全体合唱などを
お楽しみください。
　入場無料です。お気軽にお越しください。

受付中

主催
こども

☆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
17:00～18:30
小ホール
17:00～18:30

音楽劇「おじさんのかさ」
原作：佐野洋子
脚本・作詞・作曲：柿崎泰裕

音楽劇「おじさんのかさ」
原作：佐野洋子
脚本・作詞・作曲：柿崎泰裕

2/27
（火)

ダンスクラス

1/23
（火)

うたクラス

3/11（日) 14：30～

3/21（水・祝) 17：00～

対 象
日 程
参 加

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）
通年24回 8,000円（年度途中応相談）

※集金は半年ずつお願いします。※別途、楽譜代（600円）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

☆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）

ダンス講師

子どもの舞台芸術体験事業

さくらホールだけの子ども育成プログラム！！

キッザート2017キッザート2017

入場
無料 大ホール

開場13:00 開演13:30
全席自由
入場無料

コンサート

2/3
（土）

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

2/6
（火）

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。

参加費：一般2,000円　高校生以下1,000円
（バンド塾①または③を受講した方は半額）

今年度バンド塾の総仕上げ！
一気にレベルアップに行こう！

？マニュピレーターとは？

3月10日(土) 14:00～16:00(予定)

会場：小ホール

小ホール
［5歳～2年生］
16:30～17:30
［3年生以上］
17:30～18:30

小ホール
［5歳～2年生］
16:30～17:30
［3年生以上］
17:30～18:30

先生はアーティスト！

発 表 会 うたクラスうたクラス

ダンスクラスダンスクラス

【主催】北上市・北上市教育委員会
問い合せ先：北上市まちづくり部 生涯学習文化課 0197-72-8303

きたかみ地域
教育力向上フォーラム

【主催】学校法人北上学園
問い合せ先：専修大学北上福祉教育専門学校 0197-61-2131

第２７回 北上学園合同
チャリティーコンサート

中ホール
開場12:45 開演13:15
全席自由　※一部指定席あり

入場無料

1/29
（月）

2/6
（火）

展示

　わが国固有の領土である北方領土の返還要求運動推進に資するため、北方領土の概要、
歴史、現況及び返還運動の経緯などを分かりやすく解説したパネルを掲出し、北方領土返
還要求運動への県民意識の高揚を図ることを目的として北方領土パネル展を開催します。
　北方領土啓発グッズの配布もありますので、皆様のご来場を心からお待ちしております。

平成29年度 北方領土パネル展
1階中ホール階段下（ステップホワイエ脇）にて
展示期間　1/29（月）13：00～22:00、
1/30（火）～2/5（月）9：00～22:00、2/6（火）9:00～15:30

入場
無料

入場
無料

講演会
入場
無料

～

【主催】北方領土返還要求運動岩手県民会議 問い合せ先：北方領土返還要求運動岩手県民会議事務局（岩手県政策地域部国際室内） ０１９-６２９-５７６５

　わが国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島のいわゆる北方四島は、戦
後72年を経過した現在も、未だロシアに不法に占領されたままとなっています。北方領土の早
期返還の実現に向けて、国民世論の更なる高揚を図るため、全国的な返還要求運動の展開が
一段と望まれています。
　本県においては、昭和54年９月８日に県民会議が結成されて以来、幅広く各種の運動を展開しているところですが、北方領土問題に
対する県民の関心と理解をさらに深め、全県的な北方領土返還要求運動の一層の推進を図るため、本大会を開催します。
　当日は、最新の日露・北方領土情勢等についての講演や北方四島交流訪問事業参加者からの報告等が行われるほか、署名コーナー
も開設されます。
　皆様のご来場を心からお待ちしております。

平成29年度北方領土 
返還要求岩手県大会

2/11
（日）発売中

鬼よ燃えろ ！ 冬の みちのく 芸能まつり Part9
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…北上市の民俗芸能（10：30～）司会：司東恵美
北上御諏訪太鼓　新平そそりさんさ踊り　早池峰岳流更木神楽　鳥喰太神楽　北藤根鬼剣舞

第２部…若人の熱演（13：00～）
狼ヶ志田神楽（奥州市）　臼澤鹿子踊り（大槌町）　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（14：10～）〈特別出演〉八戸えんぶり（青森県・八戸市）
平組はしご虎舞（大船渡市）
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）

第４部…鬼よ燃えろ！（15：15～）総合司会：樋田由美子
鬼の饗宴…御免町鬼剣舞、黒岩鬼剣舞
鬼剣舞大群舞…岩崎鬼剣舞、滑田鬼剣舞、相去鬼剣舞、谷地鬼剣舞、鬼柳鬼剣舞、二子鬼剣舞、口内鬼剣舞、黒沢尻北鬼剣舞

【主催】北上市文化財活性化実行委員会（北上市、北上市教育委員会、一般社団法人北上観光コンベンション協会、北上市民俗芸能団体連合会、北上鬼剣舞連合会）
問い合せ先：実行委員会事務局（北上市教育委員会教育部文化財課） 0197-65-0098

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！

プロに習う！
マニピュレーターの世界！

申込
受付中

主催

さくらホールバンド塾2017

元A-JARIのメンバーで、大塚愛、平井堅ほか
多くのアーティストへ楽曲の提供やレコーディ
ング、ライブでの共演をしているチャーリー・
コムタさんを講師に迎え、プロの世界のお話
や、現在のミュージックシーンには欠かせない
マニピュレーターの世界を見せて頂きます！

ポップスやダンスミュージックでは、よく電子音を耳
にすると思います。現代音楽において、ロックや演
歌、民俗音楽にまで電子制御された「音」が巧妙に
溶け込んでいます。楽曲に様々な色を付けるパート。
ライブでは楽曲のスタートやテンポを担うキーパー
ソン。それが「マニュピレーター」です。現代の音楽
がどう構成されているのか。ぜひご参加ください。

バンド

Vol. 4

プロになれる !?プロの音に近づける !?
プロミュージシャンって何してるの??
マニピュレーターって
自分たちのバンドにも必要??

講師：Challie Komuta

Drまあや氏

訪れた国に色が塗られた世界地図を指して「知ってる」と声があがります。訪れた国に色が塗られた世界地図を指して「知ってる」と声があがります。次回以降、うたクラスの特集を予定しています。

キッザートは、ダンスやうたの体験とアーティスト先生との触れ合いで
子どもたちの感性を育てる芸術プログラムです。
ダンスクラス講師の山田うん先生は、文化庁文化交流使として半年間、
世界11ヶ国23都市を巡ってダンサー・振付家として創作活動をしてき
ました。
後期ダンスクラスで半年ぶりに会ったうん先生は、子どもたちの好奇心
を育てるために世界中で体験したことを話してくれました。いのちある
ダンスにいのちである葉っぱでお礼する国のこと、徴兵制のある国のこ
となど……。うん先生のお話は世界情勢にもおよび、子どもたちは思い
思いに外国のことを口にします。ダンスや身体の使い方だけでなく、創
造の種をくれるアーティスト先生。キッザートは子どもたちの心をシゲ
キし、新しい世界の扉をあけてくれる場所です。

ダンス特集 ～新しい世界の扉をあける～
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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5月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）
2019年2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
。

2018年2月の利用調整会議 ※受付18:00～18:30
2月1日（木）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※火曜日のみ11：00～17：00
定休日：第3火曜日（さくらホール保守点検日）

TEL：0197-63-5288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

まるぎゅう
vol.96

ランチタイムは
60分食べ飲み放題
バイキング!
（税込900円）

（ラストオーダー19：00）

皆さまこんにちは。今回は、ステキに模様替えをし
たさくらホールの和室の襖をご紹介いたします。
襖が新しくなったのは、2部屋（さくら、しらゆり）で、
桜の花びらが舞っているようなデザインです。ラメ
が施されているためキラキラしていて、とても明るく
華やかです。利用者様からも「襖綺麗になったわ
ね♥」とご好評頂いております。皆さまこの機会に
是非、和室をご利用してみてください。

さくらホールnavigation
vol.16 ～襖模様替え～

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。

さくらホール主催公演で
託児サービスを利用する
家族のお子様と楽しく
過ごす活動です。

公演のフロントスタッフ（案内係）

公演の託児スタッフ

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。

電話・窓口でさくらホールまでお申込みください。

（お菊）

和室利用料は
さくら（1時間330円）、
しらゆり（1時間230円）、
きせきれい（1時間330円）

です。

※昨年度の発表会

赤色区画（４台分）⇒障がいのある方（車いすの方優先）専用駐車場

緑色区画（13台分）⇒障がいのある方に限らず、妊産婦の方やけが等で歩行が
 困難な方などが優先使用できる駐車場

昨年10月末、さくらホール第１駐車場正面入口近くの改修工事を行い、優先駐
車場区画を増やしました。以前から、表示を分かりやすくして欲しいという要望
もいただいておりましたので、目立つよう塗装を施し、案内表示も設置しまし

た。色分けされた区画について、下記のとおりご案内いたします。

さくらホールは、岩手県と「ひとにやさしい駐車場利用証制度」の協定を締結しております。
「ひとにやさしい駐車場利用証」を持参された方は、緑色の区画にお停めいただけます。
駐車場整備後、利用者様から「優先駐車場がよりよく活用されるためには、健常者のマナーに
も期待したいです。」というご意見も寄せられました。
バリアフリー施設であるさくらホールは、これからもより多くの方にご利用いただける環境づく
りを行ってまいります。（nor）

～ひとにやさしい駐車場～

①

さくらホールサービスセンターの受付カウンター上に、デジタルサイネージ（電子掲示板）があるのをご存知
でしょうか。このたび、大ホール催事の入場口が
一目で分かるように、入場口を表示する機能を

追加しました。大ホールには１階と２階にそれぞれ入場口があり
ます。催事によって①１階入場②２階入場③どちらからも入場
可、の3パターンの表示をご用意しております。また入場口案内
の他にも当日券販売の情報や公演チラシを、3秒程度のロー
テーションで表示しています。催事がない日はさくらホール自主
事業の案内を流しています。さくらホールにいらした際は是非、
デジタルサイネージをチェックしてみてください♪（nor）

～デジタルサイネージがパワーアップしました！～ 「入場口はどこ？」を解決！

②

受付カウンター上のデジタルサイネージ

発売中

沖縄ダンス 大ホール　開場18：00　開演18：30
全席自由　
前売・当日 大人 2,500円　高校生以下1,500円

沖縄ダンス・さやコーチ出演 現代版組踊 てぃんぬむい～星結踊～さくらホール公演

【主催】ＮＰＯ法人フォルダ 問い合せ先：フォルダ事務所 0197-72-7048

発売中

2018 フォルダ祭り in さくらホール
大ホール
開場12:30 
開演13:00 終演15:30
全席自由　

前売・当日 1,000円

発表会

2/18
（日）

フォルダ発表会セット大人3,000円 高校生以下2,000円フォルダ発表会セット大人3,000円 高校生以下2,000円 500円お得！

柄拡大模様替え後の襖

演歌

三山ひろしコンサート20186/4
（月）

大ホール
昼の部　開場13：00 開演13：30
夜の部　開場17：00 開演17：30
全席指定
前売　Ｓ席6,000円　
　　　Ａ席5,000円
当日　Ｓ席6,500円　
　　　Ａ席5,500円

演奏 スリーマウンテン

主催者へ
お問合せ
ください

三山ひろし北上公演が決定！よいお席はお早目に！

【主催】世界芸能（株）

プレイガイド：さくらホール、
さくら野百貨店北上店、
江釣子ＳＣパル、水沢メイプル、
世界芸能（郵送販売）

各プレイガイド一斉発売
２/９（金）より

世界芸能チケット予約お問合せ
TEL:022-222-4997
（土日は除く9:30～18:00）

チケット先行予約
２/５(月)9:30より
世界芸能にて

沖縄から「現代版組踊 てぃんぬむい」がやって来ま
す！沖縄の伝統芸能を取り入れた創作ダンスで繰り
広げる古くて新しい舞台！震災後「心の支援」を目的
に県内各地で活動していたメンバーが、６年かけて
夢を叶えます。

年度末恒例フォルダ発表会！
今年はさくらホールで開催！
1年の頑張りを皆さんの前で
発表します♪

2/17
（土）

北上市が誇るブランド牛「きたかみ牛」が食べられる！
株式会社西部開発農産の直営焼肉店『まるぎゅう』さんが新たにスポンサーさんに加わりました！

第1駐車場正面入口付近

ひとにやさしい駐車場

車いす専用駐車場

赤色区画

緑色区画

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？

今月のフロントスタッフ研修会：
1月31日（水）19:00～21:00

車椅子でご来場のお客様が階段下で車椅子を
お降りになり、座席まで歩かれるのが少し大変そ
うでしたので、お手伝いをさせて頂きました。当然
の事をしただけでしたが、お客様より丁寧にお礼
の言葉を頂き嬉しかったです。汗だくのフロント業
務でしたが、疲れが吹っ飛んだ気分でした。

お客様との出会い、フロントスタッフ同士、
職員とのチームプレイなどいろいろな感動があります。

みらかグループpresents

辻井伸行音楽と絵画コンサート
フロントスタッフレポート！

12/15

〒024-0072 北上市北鬼柳23-69-1
Tel 0197-62-3077 Fax 0197-62-3078
https://www.seibu-marugyu.com

昼11:00～14:00（ラストオーダー13:30）
夜17:00～23:00（ラストオーダー22:30）

営業
時間

えづりこ古墳公園となり

「新年会」のご予約承ります。
その他、歳祝いやサークル等で
店内貸切も出来ますので、
お気軽にお問い合わせください。
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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
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MONTEIN HOTEL
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道
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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12月21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
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
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
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／SSMサンエー 　35-1212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12月21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。

一部
自由

全席
指定

全席
自由

─

全席
自由

全席
自由

全席
自由

一部
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

一部
指定

一部
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

平成30年　北上市消防出初式
大ホール　開場9：00 開演10：00 終演11：00 北上市（消防防災課消防係） TEL 0197-72-8305

平成30年　北上市成人式
大ホール　受付11：45 開演13：00 終演14：00 北上市まちづくり部生涯学習文化課 TEL 0197-72-8303

さくらホールしょうげき！公演 vol.1　かかし座ｆｏｒキッズ「ふしぎな時間　もしもの国で」
中ホール　開場13：00 開演13：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

さくらホール　バックステージツアー ～冬休みスペシャル～
大ホール　集合①9：50②13：20③16：50 開始①10：00②13：30③17：00 終了①12：00②15：30③19：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

第13回　カラオケグランドチャンピオン大会
大ホール　開場12：00 開演12：30 岩手和装株式会社（服部） TEL 0197-63-3070／FAX 0197-63-3071

Aki Matsui Soprano Recital　歌で辿る軌跡　　ソプラノ 松井亜希　ピアノ 阿部美礼
中ホール　開場13：30 開演14：00 ベル企画（鈴木） TEL 090-5501-1524

みらいピアノ教室　発表会
大ホール　開場13：15 開演13：30 終演16：00 みらいピアノ教室 TEL 090-5501-1524

第27回北上市民芸術祭参加　吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ第19回定期演奏会
大ホール　開場13：30 開演14：00 吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ（小池） TEL 090-2271-4691

赤坂音楽教室　発表会
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演15：30 赤坂音楽教室 TEL 090-2798-7461／Mail florete-flores@ezweb.ne.jp

さくらホールしょうげき！公演 vol.2　初心者のための◎乙女文楽　演目「義経千本桜」
小ホール　開場13：00 開演13：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

第27回北上学園合同チャリティーコンサート
大ホール　開場13：00 開演13：30 専修大学北上福祉教育専門学校 TEL 0197-61-2131

いわての演奏家とつくる音楽会　音の玉手箱　◎目と耳で楽しむ打楽器アンサンブル
小ホール　開場13：30 開演14：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

平成29年度北方領土返還要求岩手県大会・北方領土パネル展（1/29～2/6）
中ホール　開場13：00 開演13：30 終演15：00 北方領土返還要求運動岩手県民会議事務局（岩手県政策地域部国際案内） TEL 019-629-5765

平成29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）

鬼よ燃えろ！　冬の みちのく 芸能まつり　Ｐａｒｔ9
大ホール　開場10：00 開演10：30 終演16：30 実行委員会事務局（北上市教育委員会教育部文化財課） TEL 0197-65-0098

第27回北上市民芸術祭参加　第19回　北上ミューズコーラス隊定期公演　「セロ弾きのゴーシュ」
中ホール　開場13：30 開演14：00 終演16：00 菅原 TEL 0197-65-4416／千田 TEL 0197-67-0816

きたかみサロン音楽会　ｖｏｌ．3　佐藤彦大（さとうひろお）　ピアノ「ファツィオリ」リサイタル
小ホール　開場13：30 開演14：00 さくらホール TEL 0197-61-3500

イッセー尾形の妄ソーセキ劇場
中ホール　開場14：00 開演14：30 さくらホール TEL 0197-61-3500

沖縄ダンス・さやコーチ出演　現代版組踊　てぃんぬむい～星結踊～　さくらホール公演
大ホール　開場18：00 開演18：30 ＮＰＯ法人フォルダ TEL 0197-72-7048

2018 フォルダ祭り in さくらホール
大ホール　開場12：00 開演13：00 終演16：00 ＮＰＯ法人フォルダ TEL 0197-72-7048

第41回北上市民劇場　「Ｉ ＣＡＮ フライ」
中ホール　開場13：30 開演14：00 ※両日とも さくらホール TEL 0197-61-3500

900 1,000

400 500

1,000 1,200

2,000
高校生以下 1,000

2,500
高校生以下 1,500

700
中学生以下 500

1,000
中学生以下 800

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

完売しました
※当日券の販売はありません

─

─

─

2,000
子ども（3歳～中学生） 700　親子ペア 2,500

2,000
高校生以下 700　親子ペア 2,500

1,000

1,000

5,000

2,500
中学生以下 1,500

入場無料（要事前申込）
※自力歩行が可能な方対象 ※小学生以下は保護者同伴

午前から
混雑

午後から
混雑

午後から
混雑

午後から
混雑

午後から
混雑

午後から
混雑

午後から
混雑

午後から
混雑

午前から
混雑

夕方から
混雑

午後から
混雑

1/6（土）

1/7（日）

1/8（月・祝）

1/13（土）

1/14（日）

1/14（日）

1/27（土）

1/27（土）

1/28（日）

1/28（日）

1/28（日）

2/3（土）

2/4（日）

2/6（火）

2/10（土）

2/11（日）

2/12（月・祝）

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

申込受付中

入場券不要

きたかみ地域教育力向上フォーラム
中ホール　開場12：45 開演13：15 北上市まちづくり部 生涯学習文化課 TEL 0197-72-8303

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

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

発売中
ホール取扱

入場券不要

完売しました

入場券不要

対象者案内済

─

─

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

託児アリ
未就学児入場無料

託児アリ

託児アリ
※3歳未満のお子様は保護者１名
につき１名膝上鑑賞無料

岩手県民オーケストラ第69回定期演奏会
盛岡市民文化ホール

大ホール
（マリオス内）

1/28
（日）

ロートレックとベル・エポックの巴里―1900年
盛岡市民文化ホール
展示ホール
（マリオス内）

第18回奥州前沢劇場
むつざくら 前沢地ビール物語

前沢ふれあいセンター2/18
（日）

田園寄席
立川志らく　三遊亭白鳥　落語会

矢巾町文化会館
田園ホール

3/4
（日）

うたものがたり「よだかの星」＋うたのステージ 花巻市文化会館
大ホール

3/10
（土）

小学生以下無料

小学生以下無料

申込は窓口またはお電話にて
※各回20名程度

①・②回目は満員となりました。

関係者のみ参加

関係者のみ参加
午前中第一駐車場貸切
※11：20～駐車場にて観閲

未就学児入場不可

未就学児は親子室を
ご利用ください

関係者のみ参加
未就学児入場不可

自由席の未就学児は
入場無料

未就学児膝上鑑賞無料
（着席の場合有料）

フォルダ発表会セット
大人3,000円
（500円お得）
高校生以下2,000
（500円お得）

チケット

2/16（金）

3/25（日）
〜

2/24（土）
～25（日）

2/12（月・祝）

2/17（土）

2/17（土）

2/18（日）

1階
【指定席】

2,500（当日3,000）　小・中学生1,500（当日2,000）
未就学児童500（当日500）

2階・3階
【自由席】 2,000（当日2,500）　小・中学生1,000（当日1,500）

チケット取扱予定
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