
北上市民劇場　新・演劇プログラム

「話して 演じて 観て 分かち合う　北上人の知られざる人生」
“あのひとたち”

プログラム❶　「黒沢尻2区で愛をさけぶ！……のを聴きに行く」
　■インタビュー事前準備ワークショップ　11月21日（土）10：00～12：00　場所 ： さくらホール
　■インタビュー取材　11月21日（土）14：00～17：30　場所 ： 黒沢尻2区公民館

プログラム❷　「黒沢尻2区でさけばれた愛のドラマを紡ぎなおす」
　■シナリオづくり　11月28日（土）・12月5日（土）14：00～17：00　場所 ： さくらホール

プログラム❸　「黒沢尻2区の愛のさけびを自分たちでさけぶ」
　■練　習　1月17日（日）、24日（日）、30日（土）14：00～17：00　場所 ： さくらホール
　■発表会　1月31日（日）14:00～17：00　場所 ： さくらホール

参 加 者 大 募 集 !
ここで暮らすことがもっと楽しくておもしろくなるような出会いの機会を北上市民劇場がご提供します。

お申し込み
お問合わせ

■さくらホール　TEL 0197-61-3300　FAX 0197-61-3301
■北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし　yappeshi@gmail.com

講 師 ： 小堀 陽平
　同じ北上で暮らしているの
に知らなかった〈北上市民〉が
ずっと大切にしてきたことや
意外な人生の体験談。
　そんな「北上市民の知られ
ざる一面」を取材して、みんな
で演劇で再現しながら、この
北上での私たちの暮らしぶり
を見つめ直してみませんか？

東京都出身。日本大学芸術学部演劇学科卒、同大大学院芸術学研究科舞台芸
術専攻博士前期課程修了。2017年より西和賀町文化創造館アートコーディ
ネーに着任。町民劇事業「銀河ホール演劇部」、演出力を競う日本唯一の高校
演劇大会「いわて銀河ホール高校演劇アワード」を企画・実施。2019年、NPO
芸術工房の一員として岩手県文化芸術コーディネーターを担当。岩手県立千廐
高等学校部活指導員として演劇部の指導にあたる。今年7月、さくらホールに
て3日間のキッザート演劇ワークショップ「極悪王マスキングの罠」でも講師を
務めた。

月に1回（9月と3月は2回）の保守点検日は、開館時刻の17時までの間、受付スタッフは様々
な作業をしています。その一つに、利用についての勉強会があります。
先月は、通称「バンド部屋」の機材について、舞台音響スタッフからレクチャーを受けました。も

ちろん、初歩的な機材の取扱いについては最初に教わりますが、今回はそこにプラスαの勉強会。私
のように楽器経験が少ない者にとっては知らないことも多々あるため、直接音響のプロから教わる貴
重な機会となりました。
私が一番印象に残ったのは、アンプから音が出ない時の対応です。アンプにシールドというケーブ
ルをさし、反対側のプラグを手のひらに当てて、「ビビー」と音が鳴るか確かめます。ここでアンプか
ら音が出れば、アンプは問題なし。次は、楽器から遠い機材（エフェクター等）から順番に同じチェッ
クをし、どの機材の調子が悪いのか確かめます。
バンド部屋にはドラムも置いてあります。ドラムをより長持ちさせるためにはどのようにしたらよい
のか、5つのチェック項目（ヘッドの破れ、ハイハットクラッチ、スネアスイッチ、
パーツの接触、シンバルの割れ）を確認しました。
今回はバンド機材についての勉強会でしたが、他にもプロジェクターの使
用方法やマイクの設置、その他機器の接続方法や受付対応の勉強会も行っ
ています。こんな使い方も出来るよ、こんなケースが過去にあったよ、など
改めて共通認識を深めています。
全てはお客様に気持ちよく利用して頂くため、スタッフも日々勉強してい

ます。（ゆず）

みんなのサロンみんなのサロン
誰でも参加できます。

新型コロナ感染防止対策のため、予め予約をお願いします。

●オカリナ体験サロン
11/10・24（火）15:30～17:00
場所：トレーニングルーム
参加料：400円、定員：8名
持ち物：オカリナ（体験用有り）
※みんなで簡単な曲を合奏します。

●カラオケ体験サロン
11/10・24（火）18:00～20:00
場所：トレーニングルーム
参加料：500円、定員：8名
※良質な音響でヒット曲を歌います。

●クラシックサロン
　「やっぱり第九でしょ！」
11/29（日）14:00～15:30
場所：ミュージックルーム1
曲：ベートーヴェン交響曲第九番
参加料：500円、定員：12名
※第九の日本初演にまつわるドキュメンタリー映像を
　ご覧いただきます。また、ベートーヴェンの難聴と
　第九の関係について掘り下げていきます。

主催・申込み：ＮＰＯ法人芸術工房
電話：0197-64-7567 メール：info@g-kobo.net
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継続中 ※ 催 事 が あ る 日 は お 休 み し ま す

バンド部屋勉強会レポートバンド部屋勉強会レポート

TEL：0197-65-5255
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Art cafe
さくらホール館内レストラン

営業時間：10：30～20：30
定休日：月曜日

カツカレー始めました
揚げたてのカツに
スパイシーなキーマカレーをかけた
当店おすすめメニューです♪

800円（税込）
あのひとたち

1月
‐ 再現した劇を上演 ‐

11～12月
‐ 再現の準備 ‐

11月
‐ 取材 ‐

全8回（連続プログラム）参加無料

発行者：一般財団法人北上市文化創造
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　さくらホールのバリアフリー

・車椅子（6台）
エントランス（正面玄関）にご用意しています。
ご自由にお使いいただけます。（予約不要）

・人にやさしい駐車場（13台）　　　・多目的トイレ、オストメイトトイレ
・盲導犬、介助犬、聴導犬の同伴可　　・赤ちゃん休憩室

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。

2020年12月の利用調整会議 ※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
12月1日（火）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2021年12月の大・中・小ホール　●2021年1月の大・中ホール（時間）
●2021年3月のアートファクトリー・小ホール（時間）、大・中ホール練習利用（区分利用）
状況により、実施方法が変更となる場合があります。お問い合わせください。

　さくらホールの施設利用申込について

　さくらホールのバリアフリー

　営業時間・保守点検日のご案内

2020年11月の保守点検日　11月17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。

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。

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
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※ 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2020年10月28日現在の情報です。

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

11/12
（木）

主催者へお問い
合わせください

岩手県立中部病院　市民公開講座
全席
指定

入場無料
（要入場整理券）

マスク着用で
ご参加ください。中ホール 開場 14:00 開演 15:00 終演 16:30 岩手県立中部病院(及川 誠) TEL 0197-71-1511

11/14
（土） 入場券不要

第３０回北上市民芸術祭参加　第３５回マンドリンコンサート
全席
自由 入場無料

中ホール 開場 18:00 開演 18:30 終演 21:00 北上マンドリンアンサンブル(菊池) TEL 090-6454-3210

11/14
（土）

発売中 
ホール取扱

みんなーと　 おたがいさまLIVE　金管五重奏団 Buzz Five（バズファイブ）
～ぐるり360° どこでもどうぞコンサート 全席

自由

だれでも 770円（3歳以上）
ペア券 1,500円

※３歳未満のお子様は
１人１枚の無料整理券が必要

ペア券はさくらホール
のみの取り扱いです。

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

11/15
（日） 入場券不要

第３０回北上市民芸術祭参加　第４７回謡と仕舞の会
全席
自由 入場無料

中ホール 開場 12:30 開演 13:00 北上能楽連合会(高橋設計内・髙橋) TEL 0197-64-6161

11/20
（金）

主催者へお問い
合わせください

第３０回北上市民芸術祭参加　夢のキラキラ音楽会
全席
指定 入場無料 入場は関係者

のみとなります。大ホール 開場 10:00 開演 10:30 終演 11:30 専修大学北上福祉教育専門学校 TEL 0197-61-2131

11/22
（日）

主催者へお問い
合わせください

第３０回北上市民芸術祭参加　第３８回北上民舞踊協会発表会
全席
自由

入場無料
（要入場整理券）大ホール 開場 12：00 開演 13：00 北上民舞踊協会(和賀) TEL 0197-64-7761

11/27
（金）

主催者へお問い
合わせください

やさか幼稚園　生活発表会
全席
自由 入場無料 入場は関係者、その他

事前申込者のみとなります。中ホール 開場 9:00 開演 9:30 終演 13:00 やさか幼稚園(松岡) TEL 0197-63-4832

11/29
（日） 入場券不要

ねむの会　プティコンサート
全席
自由 入場無料

中ホール 開場 13:45 開演 14:00 終演 16:15 ねむの会 TEL 0197-64-4031

11/30
（月）

発売中 
ホール取扱

広田智之 × 大萩康司　デュオコンサート
全席
自由

3,500
高校生以下 2,000中ホール 開場 18:15 開演 19:00 終演 21:00 実行委員会(遠藤) TEL 090-6259-8026

12/6
（日）

主催者へお問い
合わせください

プレミアム本牧亭寄席
全席
自由 1,500 マスクの着用を

お願いいたします。中ホール 開場 12:30 開演 13:00 終演 15:00 北上商店街連合会 TEL 0197-63-5735

12/11
（金）

主催者へお問い
合わせください

ふたば認定こども園双葉幼稚園　園児発表会
全席
自由 入場無料 入場は関係者

のみとなります。大ホール 開場 9:00 開演 9:30 終演 12:00 ふたば認定こども園双葉幼稚園(藤原) TEL 0197-65-2800

12/13
（日）

主催者へお問い
合わせください

第３０回北上市民芸術祭参加　北上吹奏楽団 第４５回 定期演奏会
全席
自由 600 800

大ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 北上吹奏楽団 団長(小笠原) TEL090-4884-1412

12/20
（日）

発売中 
ホール取扱

きたかみサロン音楽会 Vol.1　山
ヤマモト

本　奈
ナ オ

央　オカリナコンサート
全席
自由

1,650
高校生以下 1,100
3公演セット 3,300
高校生以下 2,970

未就学児入場不可
小ホール 開場 13:30 開演 14:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

2021年
1/23
（土）

きたかみサロン音楽会 Vol.2　佐
サ ト ウ

藤 采
ア ヤ カ

香　ユーフォニアム・リサイタル
全席
自由

1,650
高校生以下 1,100
3公演セット 3,300
高校生以下 2,970

未就学児入場不可
小ホール 開場 13:30 開演 14:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

2021年
2/23

（火・祝）

きたかみサロン音楽会 Vol.3　野
ノ ジ リ

尻 小
サ ヤ カ

矢佳　新KOROGIマリンバお披露目リサイタル
全席
自由

1,650
高校生以下 1,100
3公演セット 3,300
高校生以下 2,970

未就学児入場不可
小ホール 開場 13:30 開演 14:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

・発熱や咳などの症状がある方のご入館はご遠慮ください。
・入館の際には、マスクをご着用ください。
・3密（密閉・密集・密接）回避にご協力ください。
・不特定多数でのご利用はご遠慮ください。必ず参加者の連絡先を把握してください。
・さくらホールの換気は、定められた基準に従い適切に行なっております。安心してご利用ください。

国・県・市の方針に従いながら開館しておりますが、状況が刻々と変わりますので、ホームページでご確認いただくか、電話などでお問い合わせください。
皆様が安全にご利用いただけるよう、今後も対応してまいります。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

（

（

（

駐車場混雑緩和の為、相乗りや、公共交通機関をご利用頂きますようお願い申し上げます。 

イベントカレンダー

JAPAN LIVE YELL project「アーツライブいわて」
さくらホールパフォーマンス＋α映像作品
ダンスing メッセージ

みんなーと　おたがいさまLIVE
金管五重奏 Buzz Five（バズファイブ）
～ぐるり360°どこでもどうぞコンサート
　　　　小ホール
開場13：00　開演13：30　全席自由
上演時間：60分予定・休憩なし／だれでも770円（3歳以上）・ペア券 1,500円
※３歳未満のお子様は１人１枚の無料整理券が必要です。
※ペア券はさくらホールのみの取り扱いです。

きたかみサロン音楽会2020-2021
小ホールで上質なクラシック音楽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と作るオリジナルの「お話付きコンサート」

◇全公演共通◇
小ホール
開場13:30　開演14:00
全席自由　一般1,650円
高校生以下1,100円
※未就学児入場不可
　（新型コロナウイルス感染拡大防止の
　 観点から、本公演における予約制託児
　 サービスはしておりません）

さくらホールしょうげき！公演　幼児初めての舞台鑑賞事業
ライブペインティングパフォーマンス

「三本の手のスケルツォ」

中ホール
1回目　開演11：00
2回目　開演14：00
全席自由
おとな1,430円
子ども（3歳～中学生）770円
おとなこどもペア券2,000円
3歳未満は大人1人につき
1人まで膝上無料（要整理券）

【出演者・スタッフ】
構成／演出／出演
　　　　  ： ダリオ・モレッティ
ピアノ演奏 ： 並河咲耶

11/14
（金）

発売中

発売中 11/3（火・祝） 9：00〜チケット発売

前回のワークショップの様子

Vol.1 12/20(日)
　山

ヤマモト
本　奈

ナ オ
央　オカリナコンサート　（ギター：志

シ ノ
野　文

ア ヤ ネ
音）

Vol.3 2021/1/23(土)
　佐

サ ト ウ
藤　采

ア ヤ カ
香　ユーフォニアム・リサイタル　（ピアノ：清

シ ミ ズ
水　初

ハ ツ ミ
海）

Vol.3 2021/2/23(火・祝)
　野

ノ ジ リ
尻小

サ ヤ カ
矢佳　新KOROGIマリンバお披露目リサイタル

12/28(月)
　ワークショップ「せかいの色はどんな色？」（60分）
　会場：中ホール　1回目11：00～　年長～小学2年生　12名
　1人500円　　  2回目14：00～　小学3年生～6年生　12名

12/29(火)
　ピアノが鳴ると絵描きの筆も動きだす
　「三本の手のスケルツォ」（45分）

コンサートやお芝居を楽しみたいけれど、体調や気持ちの具合で最初から
最後までずっと静かに座っているのがむずかしい。ちいさなこどもといっしょ
に鑑賞したい。車椅子のまま鑑賞したい。
ご心配なく！！静かに出入り OK です！！ずっと集中できなくても、「おたがい
さま」の気持ちで、楽しく鑑賞しませんか。

伊藤　駿 　（トランペット） 
加藤　直明（トロンボーン）
野呂　紀之（トランペット）
石丸　薫恵（チューバ） 
友田　雅美（ホルン）

出演者の都合により、ゲス
トトランペット奏者として上
田じんに代わり伊藤駿、松
山萌に代わり野呂紀之が出
演いたします。

小ホールに金管楽器が勢ぞろい。自分の好きな席で、
５人 4 種の金管楽器をいっぺんに楽しめるコンサート！
演奏曲　ロペス（山口尚人編曲）：Let it go (「アナと雪の女王」より)
　　　　M. アーノルド：金管五重奏曲　など（予定）

コロナ禍においても舞台芸術活動に励む団体のみなさん、学生さ
んの想いは現在進行形で続いています。新しい生活様式の中、日
頃のレッスン風景やホールでのパフォーマンス実演をとおして、一
つのことにひたむきに向き合う姿やその表現を通じて、未来に向
かうメッセージを伝えるため、映像作品の制作、配信を行います。

主催：文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、
アーツライブいわて実行委員会、（一財）北上文化創造、
NPO 法人いわてアートサポートセンター

出演団体の公募11月20日まで
出演団体の決定及び映像作品の構成　11月下旬～
撮影　2021年1月10・11日 ⁄   1月16・17日予定
配信及び上映開始予定　2 月中

3公演セット
一般3,300円

高校生以下2,970円

以下の要件を満たす団体に所属する学生、一般及び講師（ゲスト含む）
（1）北上を拠点に活動している文化芸術団体
（2）新型コロナの影響により発表会を見送らざるを得ない団体
（3）舞踊等のノンバーバル、パフォーミングアーツ系の団体
（4）感染対策をしながら練習、稽古が出来る団体
（5）プロ（OGOB やゲスト講師など）との共演プログラムが出来る団体

出演団体
募集中!!

スケジュール
（予定）

詳しくはお問い合わせください。

「ライブへのエール」「ライブからのエール」を日本中に広げるため、全国 27 都道府県で実施。岩手県内
各地でフォーミング・アーツを中心に、さまざまな分野の活動をライブおよびオンライン配信でお届けします。

チケットのお求め方法

※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。　　※さくらホール主催事業の公演（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。
※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。　※受取り方法によって発券手数料が異なります。

　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。そのためイベントカレンダーには掲載されていません。

牧野詩織フルートリサイタル 11/14（土）盛岡市民文化ホール（マリオス内）

岸上穣　ホルン・リサイタル　～ピアニスト青島広志を迎えて～ 11/23（月・祝）釜石市民ホールTETTO

かこさとしの世界展 12/12（土）～1/31（日）盛岡市民文化ホール（マリオス内）

　　　インターネット予約　および　受取り・精算方法 電話予約　および　受取り・精算方法 さくらホール窓口での購入
AM9：00～PM9：00

http://www.sakurahall.jp/ticketyoyaku.php 
・予約時にオンラインクレジット決算（主催公演のみ）

電子チケットでの受取り（スマートフォン等にダウンロード）、またはファミリーマートで受取り
・ファミリーマートでの受取り・支払い（手数料242円/1枚）

・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1,100円）
・ファミリーマートでの受取り・支払い（手数料242円/1枚）

　　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

電話予約
AM9：00～PM9：00

チケット専用ダイヤル 
TEL.0197-61-3500

インターネット予約 電話予約 さくらホール窓口 指定プレイガイド


