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館内照明LED化工事のお知らせ館内照明LED化工事のお知らせ

　さくらホール所有のピアノ“ファツィオリ”は、2003年10月に札幌コンサートホールKitaraと、すみだトリフォニーホール
で、名匠アルド・チッコリーニ氏が実際に演奏されたピアノです。その際、チッコリーニ氏がお気に入りのピアノとして
「Michelangelo（ミケランジェロ）」と命名し、ピアノの中に直筆サインを残しました。日本の公共ホールではなかなか
お目にかかれないファツィオリですが、故チッコリーニ氏直筆サイン入り（※下写真参照）は特別で、唯一無二のピアノです。

　さくらホール所有のピアノ“ファツィオリ”は、2003年10月に札幌コンサートホールKitaraと、すみだトリフォニーホール
で、名匠アルド・チッコリーニ氏が実際に演奏されたピアノです。その際、チッコリーニ氏がお気に入りのピアノとして
「Michelangelo（ミケランジェロ）」と命名し、ピアノの中に直筆サインを残しました。日本の公共ホールではなかなか
お目にかかれないファツィオリですが、故チッコリーニ氏直筆サイン入り（※下写真参照）は特別で、唯一無二のピアノです。

A Michelangelo 
Con tutti i Auguri e Complimenti 
Aldo Ciccolini Tokyo. 12 of Oct. 2003

“ミケランジェロ” 
全ての幸運と賛辞をこめて！
アルドチッコリーニ 東京にて 2003年10月12日

A Michelangelo 
Con tutti i Auguri e Complimenti 
Aldo Ciccolini Tokyo. 12 of Oct. 2003

“ミケランジェロ” 
全ての幸運と賛辞をこめて！
アルドチッコリーニ 東京にて 2003年10月12日

7月下旬から来年1月末（予定）にかけて、館内照明LED化工事を実施します。
その間、工事関係者の出入りが多くなります。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますよう
お願い申し上げます。

◆ お1人1日1時間までのご予約となります。
◆ 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）
◆ 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。

◆ お1人1日1時間までのご予約となります。
◆ 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）
◆ 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。

受付中
9/1（日）10：00～21：00

ファツィオリF278 ＆スタインウェイD-274
※初めて参加する方が対象となります。

10/22（火・祝）10：00～21：00
ファツィオリF278 ＆ヤマハCFⅢ-S

9/1㈰9時より受付
11/30（土）10：00～21：00

ファツィオリF278 ＆スタインウェイD-274

12/16（月）10：00～21：00
ファツィオリF278 ＆スタインウェイD-274

窓口またはお電話

0197-61-3300にてご予約くださいご予約

【参加料】 1時間 3,000円（当日精算）
 ※9/1（日）に限り、ワンコインDAY（初参加者対象500円）

オープンピアノDAY 2019オープンピアノDAY 2019

定期発送
サービスの
ご案内

　

さくらホールの情報誌を毎月ご自宅までお届けします。
お届け内容　「月刊さくらホール」＋お勧め公演チラシ、特大号
　　　　　　「さくらホールPress」も発行月に同封します。
お 届 け 日　毎月第1週の予定
お届け期間　お申込の翌月発行分から12ヶ月間
ご 利 用 料　年間840円（送料手数料込）

お申し込み方法　現金を添えてさくらホール窓口でお申し込みいただくか、現
金書留にて、住所・氏名・電話番号を記入したメモを同封の上、「さくらホール情
報誌定期発送係」までお申し込みください。

TEL：0197-65-5255
営業時間：10:30～20:30
定休日：月曜日桜都

お　　　と

Art cafe
さくらホール館内レストラン

花工房 
パルテール展示会
7月31日㈬ まで
時間 10：30～20：00
展示している作品は、購入も可能です。

喫煙所が新しくなりました喫煙所が新しくなりました
喫煙所の移設については、4月号にて既にお知らせしておりましたが、今回は新しくなった喫煙所の外観とアクセスを改めてご案内します。

喫煙しながら飲んだ缶コーヒーなど、ゴミの捨て置き注意!
所定のゴミ箱にお願いします。また、敷地内の歩きタバコ、
ポイ捨ては絶対にお止めください。
喫煙者、非喫煙者がより使用しやすい環境づくりのため、
何卒ご協力をお願い申し上げます。

喫煙所はプレハブの個室になっております。
使用時は中の換気扇のスイッチを押してご利用ください。
また、分煙化の為、エントランスから少し離れた場所に喫煙所がございます。
雨天の際は、喫煙所専用傘をご利用ください。
※傘は使用後、傘立てに必ずお戻しください。

喫煙所は北口エントランスを出て右側にあります。
北口エントランスに矢印を表示していますので、その方向にお進みください。

北上のお花屋さん 入場
無料

全体図で確認すると、館内2階北側の一番奥となります。
正面入口から入った方は、サービスセンター前を右へ、そのまま直進し、中央
階段を上り、さらに直進すると喫煙所への出口がございます。
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☎0197-61-3300

チケット予約専用

☎0197-61-3500
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北上市文化交流センター北上市文化交流センター

営業時間／9：00～22：00（年中無休）
保守点検のため、利用時間を制限する場合がございます。

北上市文化交流センター北上市文化交流センター

2019

いち早く予約をご希望の場合は利用調整会議でお申し込みください。
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。

年中無休  9：00～22：00
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。
舞台の準備や撤収のため9時以前や22時以降のご利用も可能です。

チケットに関する営業時間　9：00～21：00
チケットの予約販売、プレイガイドの受託は夜9時までとなります。

サービスセンターの営業時間  9：00～22：00
夜10時まで施設の利用受付、お問い合せなどに対応しています。
仕事帰りでも便利にご利用いただけます。

大・中・小ホール‥1年前の月の利用調整会議から申込可能
アートファクトリー‥3ヶ月前の月の利用調整会議から申込可能
※受付開始前に利用が決定している催事もありますので、事前にお問い合せください。

2019年8月の利用調整会議 ※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
8月1日（木）18：30から下記の申込の調整を開始します。
●2020年8月の大・中・小ホール（区分利用）　　●2019年9月の大・中ホール（時間利用）
●2019年11月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）、大・中ホールステージ練習利用（区分利用）

　さくらホールの施設利用申込について 　営業時間・保守点検日のご案内

2019年7月の保守点検日　7月16日（火）9：00～17：00
17：00以降は通常営業となります。詳しくはお問合わせください。
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●Art cafe桜都

　予約制託児サービスのご案内
託児場所・1Fキッズルーム
対象年齢・１才～未就学児
時　　間・開場～終演まで
料　　金・子ども一人につき¥1,000（事前精算）
定　　員・５名程度
持 ち 物・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）
申込方法・電話またはサービスセンターにて予約
申込締切・公演１週間前まで（先着順・定員数になり次第）
※主催事業の際の内容です。

託児

チケット専用☎　チケットのお求め方法

※購入後の払い戻し、座席の交換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。
※大ホール・中ホール座席表はさくらホール HPからご覧いただけます。

受取り・
精算方法

指定プレイガイドでの購入　※公演によって異なります。詳しくはお問合わせください。
北上市（0197）江釣子SCパル☎65-2511／さくら野百貨店北上店☎61-5511／北上地区勤労者福祉サービスセンター☎62-0033
盛岡市（019）岩手県民会館☎624-1171／川徳☎651-1111／アネックスカワトク（一部取扱）☎661-1000
一関市（0191）一関文化センター☎21-2121　　花巻市（0198）なはんプラザ☎22-4412
奥州市（0197）奥州市文化会館Z ホール☎22-6622／SSMサンエー☎35-1212

インターネットさくらホール窓口

インターネット予約http://www.sakurahall.jp/ticketyoyaku.php
電話予約での購入 チケット専用ダイヤル TEL.0197-61-3500 AM9:00～PM9:00年中無休

予約日から2週間以内にさくらホール窓口にて受取り（主催公演はクレジット精算可）
クロネコヤマト宅急便コレクトにてお届け（手数料 600 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）

　車椅子のご案内
エントランス（正面玄関）に車椅子 6台をご用意しています。
ご自由にお使いいただけます。（予約不要）



※ 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。
※ 催事によっては、駐車場が大変混雑する場合がございます。駐車場の混雑予想については、ホームページまたは館内設置のお知らせ等をご参照ください。

紙面の公演は2019年6月26日現在の情報です。

　　イベントカレンダー
日　付 チケット 

取扱い
公 演 名

座席
一般価格（円・税込）

その他
会場 時間（開場・開演・終演※予定） 　お問い合せ先（またはチケットのお求め先） 前　売 当　日

7/9
（火）

発売中 
ホール取扱

松竹大歌舞伎
松本幸四郎改め二代目松本白鸚
市川染五郎改め十代目松本幸四郎　襲名披露

全席
指定

特等席　8,500
一等席　7,000
二等席　4,500
３階席　3,000

未就学児
入場不可

※特等席・一等席ペア
各500円引

※特等席グループ
(4枚以上 )
各 900円引

大ホール 開場 15:00 開演 15:30 終演 18:30 さくらホール TEL 0197-61-3500

7/13
（土）

主催者へお問い
合わせください

岩手県立黒沢尻北高等学校吹奏楽部　第５７回定期演奏会
全席
自由 500 700

小学生以下無料
未就学児は親子室を
ご利用ください大ホール 開場 16:30 開演 17:00 終演 19:00 岩手県立黒沢尻北高等学校

(加藤・柳原) TEL 0197-63-2181

7/13
（土）

発売中 
ホール取扱

北上合唱アカデミー　第２６回定期演奏会 全席
自由 500 高校生以下無料

中ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 北上合唱アカデミー(齋藤) TEL 0197-67-4534

7/14
（日） 入場券不要

ニイタカおんがく教室　発表会
全席
自由 入場無料

中ホール 開場 ①13:30
②17:30 開演 ①14:00

②18:00 終演 ①17:00
②20:00 ニイタカ楽器 TEL 0198-22-3981

7/15
（月・祝） 入場券不要

令和元年度　岩手県立北上翔南高等学校　鬼剣舞部発表会 全席
自由 入場無料

大ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 岩手県立北上翔南高等学校(高橋) TEL 0197-71-2122

7/15
（月・祝）

主催者へお問い
合わせください

岩手県立北上翔南高等学校音楽部　第１６回定期演奏会 全席
自由 300 未就学児無料

中ホール 開場 14:30 開演 15:00 終演 17:00 岩手県立北上翔南高等学校(中村) TEL 0197-71-2123

7/21
（日） 入場券不要

カワイ音楽教室　発表会
全席
自由 入場無料

中ホール 開場 ①10:30
②13:45 開演 ①10:45

②14:00 終演 ①13:00
②16:30 カワイ音楽教室北上センター TEL 0197-64-0333

7/24
（水） 入場券不要

第２９回　北上市社会福祉大会 一部
指定 入場無料

大ホール 開場 12:30 開演 13:10 終演 16:30 社会福祉法人北上市社会福祉協議会 TEL 0197-64-1212

7/27
（土）

発売中 
ホール取扱

郷ひろみ　Hiromi Go Concert Tour 2019 “Brand-New Exotic” 
全席
指定 8,000 3歳以上チケット必要

大ホール 開場 17:00 開演 17:30 ジー・アイ・ピー TEL 022-222-9999
 <24時間自動音声案内>

7/27
（土）

発売中 
ホール取扱

令和元年度　北上市婦協映画会 「八重子のハミング」
全席
自由

1,000
小中高生
500

1,300
小中高生
500

未就学児無料
中ホール 開場

①9:30
②13:30
③17:30

開演
①10:00
②14:00
③18:00

終演
①11:52
②15:52
③19:52

北上市地域婦人団体協議会事務局 TEL 0197-73-7883

7/28
（日）

主催者へお問い
合わせください

布袋寅泰　HOTEI Live In Japan 2019 ～GUITARHYTHM Ⅵ TOUR～
全席
指定

さくらホール取扱分は
終了しました

3歳未満入場不可
(3歳以上有料 )大ホール 開場 16:15 開演 17:00 ジー・アイ・ピー TEL 022-222-9999

 <24時間自動音声案内>

7/28
（日）

発売中 
ホール取扱

みんなＡＲＴ お互いさまライブ事業
メゾ・ソプラノ　菊池葉子　ブーゲンビリアの香る、季節のコンサート 全席

自由 500
３歳未満のお子様は
1人 1枚無料整理券

が必要小ホール 開場 13:00 開演 13:30 終演 14:30 さくらホール TEL 0197-61-3500

7/29
（月）

主催者へお問い
合わせください

コンサート×おしばい　「ベートーヴェン物語」 全席
自由 3,000

中ホール 開場 10:00 開演 10:30 終演 11:30 みむみむの森 TEL 070-5570-7294

8/3
（土）

主催者へお問い
合わせください

第５８回北上・みちのく芸能まつり　風流の饗宴　～みちのくの念仏剣舞の系譜～
全席
自由 1,500 2,000

大ホール 開場 11:30 開演 12:00 終演 16:00 北上観光コンベンション協会
北上市商工部商業観光課 TEL 0197-65-0300

0197-72-8241

8/4
（日）

主催者へお問い
合わせください

第５８回北上・みちのく芸能まつり　鬼剣舞全演目公演
全席
自由 1,000 1,500

大ホール 開場 12:30 開演 13:00 終演 15:30 北上観光コンベンション協会
北上市商工部商業観光課 TEL 0197-65-0300

0197-72-8241

8/9
（金）

主催者へお問い
合わせください

親子まんが　映画会 全席
自由

※チケットは
当日販売のみ 900 2歳以上有料

大ホール 開場 9:30 開演 10:00 終演 11:30 (株)エムアイ企画 TEL 03-6383-4451

8/11
（日） 入場券不要

オリジナルダンス創作による　地域伝統行事「盆踊り」活性化協働事業
さくら盆ジュール２０１９ － 参加無料・申込不要 雨天決行

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

8/12
（月・祝）

発売中 
ホール取扱

奥州市出身フルート奏者　リサイタルシリーズ第5弾 
石川深理（みさと）　Ｆｌｕｔｅ　Ｒｅｃｉｔａｌ　Ｖｏｌ．５　～Ｅｖｏｃａｃｉｏｎ～ 全席

自由
2,500

高校生以下　1,500 未就学児入場不可
小ホール 開場 14:00 開演 14:30 音楽の森ヴァース(株) TEL 0197-22-6305

8/21
（水）

一般発売
7/6（土）
10:00～

ＫＯＪＩ　ＴＡＭＡＫＩ　ＣＯＮＣＥＲＴ　ＴＯＵＲ　２０１９　『ＬＡ ＶＩＥ』
全席
指定 8,640 4歳未満入場不可

大ホール 開場 18:00 開演 18:30 ニュース・プロモーション TEL 022-266-7555
(平日11:00～18:00)

8/25
（日）

主催者へお問い
合わせください

第16回岩手県立北上翔南高等学校　器楽部定期演奏会 全席
自由 400 500

中ホール 開場 14:00 開演 14:30 終演 16:00 岩手県立北上翔南高等学校(鈴木) TEL 0197-71-2123

8/26
（月）

発売中 
ホール取扱

歌謡・舞踊の祭典  特別出演：○組（わぐみ）
JAPANESE ENTERTAINMENT  WAGUMI 全席

自由 3,500 4,000 小学生以下無料
中ホール 開場 12:00 開演 12:30 終演 15:30 (有)ミキ・プロモーション TEL 090-8788-3839

8/31
（土）

3階席発売
7/14（日）
9:00～

笑いで応援！「志の輔らくご」　立川志の輔独演会２０１９ 全席
指定

1・2階席は完売しました
追加席(3階席)　500

未就学児
入場不可大ホール 開場 12:45 開演 13:30 さくらホール TEL 0197-61-3500 託児

託児

PICK UP

みんなのサロンみんなのサロン
誰でも参加できます。

すべて先着順で予約も受け付けます。
さくらホールで、「みんなのサロン」と
表示された部屋にお越しください。

●亀ちゃんの
　ちょっと英語タイム
7/8（月）15:30～17:00
※参加料300円、定員8名
※持ち物：筆記用具
※日常の基本的な会話を、家族や
友人の設定で何度も声に出して
練習してみましょう。
●カラオケ体験サロン
7/8（月）18:00～20:00
※参加料500円、定員8名
※良質な音響でヒット曲を歌います。
●ワークシフトセミナー

「人生100年時代～孤独と貧困
から抜け出す働き方の未来図」
7/15（月・祝）10:30～12:00
※参加料無料、定員12名
講師：昆野世宙／㈱AZクリエイト代表
●クラシックサロン

「オーケストラと歌おう」
7/15（月・祝）13:30～15:00
※参加料200円、定員12名
※合唱の入った曲のCDを聴いて、
一緒に歌いましょう。
●オカリナ体験サロン
7/15（月・祝）15:30～17:00
参加料400円、定員8名
※みんなで簡単な曲を合奏します。
●推し本サロン
7/29（月）19:00～20:30
参加料200円、定員12名
※持ち物：おすすめの本1冊
※あなたの推し本を教えて下さい。
主催・申込み NPO法人芸術工房

電話：0197-64-7567

7/13（土）7/13（土）
北上合唱アカデミー
第26回定期演奏会
貸館　発売中
中ホール
開場13:30
開演14:00
全席自由
500円
※高校生以下無料

発売中

7/27（土）7/27（土）
郷ひろみ
Hiromi Go Concert Tour 2019
〝Brand-New Exotic〟
貸館　発売中	
大ホール
開場17:00
開演17:30
全席指定
8,000円
※3歳以上有料

発売中

7/27（土）7/27（土）
令和元年度 北上市婦協映画会

「八重子のハミング」
貸館　発売中
中ホール
①10:00～
②14:00～
③18:00～
（上映時間1時間52分）
全席自由
大人1,000円（当日券1,300円）
小・中・高生500円
※未就学児無料

発売中

みんなART お互いさまライブ事業
メゾ・ソプラノ　菊池葉子
ブーゲンビリアの香る、季節のコンサート

主催　　　　　小ホール
開場13:00　開演13:30　（上演時間60分予定）
全席自由　500円（3歳以上）
※3歳未満のお子様は1人1枚の無料整理券が必要
長い時間同じ場所に座っているのが難しい方、小さなお子さ
んがいるご家族など、ちょっとした「おたがいさま」の気持ち
で気軽に音楽を楽しめる、オープンで楽しいコンサートです。
どなたさまもお越しください。

オリジナルダンス創作による
地域伝統行事「盆踊り」活性化協働事業
さくら盆ジュール2019
主催　さくらホール屋外特設会場
17:00～20:00　無料
大人も子どもも、自由に思い思いに楽しめるさくらホールオリ
ジナルのアーティスト×ダンス×音楽が融合した盆踊り大会！

地域の踊りやオリジナルダンス「はやて」、和太鼓、ブラスバン
ドによるパフォーマンスに加えて、子供たちへのお菓子まき
やダンス、太鼓の体験など、体を使って楽しめる遊びが盛り
だくさん！夏の思い出の1ページを、さくらホールで！
【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

玉置浩二
KOJI TAMAKI
CONCERT TOUR 2019

『LA VIE』
共催　
一般発売
7/6（土）10：00～
大ホール
開場18:00
開演18:30
全席指定
8,640円
※4歳未満入場不可
（4歳以上チケット必要）
多くのミュージシャンが
その非凡な才能を手放
しで絶賛、近年はLIVEを活動の中心とし最高峰の繊細かつ圧
倒的なボーカルを直に届け、観客を熱狂の渦に巻き込んでい
る玉置浩二。そんな彼の北上公演が決定！今回のツアーも極
上のコンサートとなることは間違いない。ぜひとも会場で日
本の宝と言われる彼の歌声を生で聴いてほしい。
【主催】ニュース・プロモーション【共催】一般財団法人北上市文化創造

笑いで応援！「志の輔らくご」
立川志の輔独演会2019

主催

大ホール
開場12:45
開演13:30
全席指定
1、2階席 完売
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階席を500円で販売
３階追加席は、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。
高校生以下無料、小中学生は保護者の付き添いが必要です。

さくらホールチケット予約専用ダイヤル   TEL.0197-61-3500   AM9:00〜PM9：00  年中無休

インターネットチケットサービス   http://www.sakurahall.jp/ticketyoyaku.php

他プレイガイド
［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、川徳、アネックスカワトク（一部取扱）

※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）

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。そのためイベントカレンダーには掲載されていません。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。そのためイベントカレンダーには掲載されていません。　プレイガイド情報
日本オーストリア友好150周年記念　東北復興祈念チャリティー
中尊寺レクイエム（鎮魂）コンサート～ウィーンフィルの奏で～ 7/4（木）中尊寺　白山神社能舞台(小雨決行)
復興・大船渡　全国ちんどんまつり　最終回 7/14（日）大船渡市民文化会館(リアスホール)
福井敬ふるさとコンサート 7/20（土）奥州市文化会館（Zホール）
魔法の美術館―光と遊ぶ超体感型ミュージアム―　　　　　　　　　7/20（土）～9/8（日）盛岡市民文化ホール（マリオス内）
前沢ふれあいセンター開館30周年記念イベント
0歳から親子で楽しめるコンサート　音楽の絵本　JIVE 8/10（土）前沢ふれあいセンター

2019年度松竹特別公演「蘭」　緒方洪庵浪華の事件帳	 8/18（日）前沢ふれあいセンター
安堯燦（YO	CHAN	AHN）・外川千帆(CHIHO	TOGAWA)　リートリサイタル 8/30（金）岩手県民会館
天満敦子　クラシックコンサート2019 9/1（日）胆沢文化創造センター
チームラボ　学ぶ！未来の遊園地	 　　　　　　　　　　　　9/14（土）～11/4（月）イオンタウン釜石
いわてJAZZ2019 9/15（日）岩手県民会館
イ・ムジチ合奏団　イ・ムジチの四季	 10/5（土）奥州市文化会館（Zホール）
中村勘九郎　中村七之助　錦秋特別公演	 10/9（水）岩手県民会館

託児
8/31
（土）

7/28
（日）

8/11
（日）

一般発売
7/6（土）10:00～

8/21
（水）

3階追加席発売
7/14（日）9:00～

発売中

プログラム
♪星に願いを
♪あんこまパン
♪ヴェネツィアの競艇


