
11月3日に開催された「さくらパークプロジェクト『にぎわいフェス』」に
は約5000人もの方々にご来場いただき、さくらホールのフリースペース
で、芸術の秋、食欲の秋をお楽しみいただきました。
朝は小雨がパラつきましたが、開幕する頃には奇跡的に晴れ、穏やかな
イベント日和となり、イベント・マーケット・デザインの3つにエリア分けさ
れた会場は、どこも多くの人でにぎわいました。

今後も「さくらパークプロジェクト実行委員会」が、様々なイベントを開
催する予定ですので、ぜひ、お楽しみに！
また、フリースペースでやってみたい事がある方、さくらパークプロジェ
クト実行委員になりませんか？やってみたい夢がかなうかもしれません。
お問い合わせはさくらホールまで。

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。

●オカリナサロン
12/8・22（火）15:30～17:00
場所：トレーニングルーム
参加料：400円（楽譜代別）
定員：8名、持ち物：オカリナ
※みんなで簡単な曲を合奏します。
※初心者への指導は別途承ります。

●カラオケサロン
12/8・22（火）18:00～19：00～20:00
（1時間毎の入替制）
場所：トレーニングルーム
参加料：500円、定員：4名
※良質な音響でヒット曲を歌います。

主催・申込み：ＮＰＯ法人芸術工房　電話：0197-64-7567 メール：info@g-kobo.net

※ 催 事 が あ る 日 は お 休 み し ま す

さくらホールプロジェクト「にぎわいフェス」レポートさくらホールプロジェクト「にぎわいフェス」レポート

TEL：0197-65-5255

桜都
お　　　と

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

2020-2021
年末年始
営業時間の
お知らせ

WINTER MENU
全9種類のエモいソーダ

クラッシュソーダ  ￥380（税込）
いちご・ブルーハワイ・メロン・レモン・マンゴー
ピーチ・グレープ・コーラ・カルピス
冬に冷たい飲み物って・・・と、お思いでしょうが、
これが意外といけるんです！

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「3本の手のスケルツォ」

12月31日（木） 9：00~17：00
 1月 1日（金） 休館
 1月 2日（土）・3日（日） 9：00~17：00
1月4日（月）から通常営業（9：00~22：00）いたします
コロナ感染症対策のため、今年度は餅つき及び餅の配布は行いません。

12月28日（月） 受付中
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人500円
1回目 11：00～ 2回目 14：00～
年長～小学2年生　12名 小学3年生～6年生　12名

12月29日（火） チケット発売中

ピアノが鳴ると絵描きの筆も動きだす「3本の手のスケルツォ」（45分）
会場：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

期間：2021年1月31日まで　時間：16：30頃～22：00
Produced by NPO法人芸術工房（2020年度芸術イルミネーションパーク事業）
期間：2021年1月31日まで　時間：16：30頃～22：00
Produced by NPO法人芸術工房（2020年度芸術イルミネーションパーク事業）

前回のワークショップの様子

さくらパークプロジェクト「にぎわいフェス」レポートさくらパークプロジェクト「にぎわいフェス」レポート

さくらホール
芸術イルミネーションパーク 点灯中
さくらホール
芸術イルミネーションパーク 点灯中

ホワイエステージで
発表されたさまざまな
音楽やダンス

ホワイエステージで
発表されたさまざまな
音楽やダンス

出演料は投げ銭で出演料は投げ銭で

マーケットエリアもにぎわいましたマーケットエリアもにぎわいました

体操教室体操教室ホワイエでの映画会ホワイエでの映画会

ストリートピアノ継続中ストリートピアノ継続中

作曲家ベラ・バルトークの「子どものために」にインスピレーション
を得て生まれたこの作品では、ピアノの生演奏と共に、中央部に設置
されたスクリーン上に、その場その時に描かれる絵や光と影の映像
が投影されます。
コンサートとは異なり、イタリア人のアーティストによるライブ・ペ
インティングや影絵が加わることによって、バルトークの音楽の世
界からどんどんイマジネーションが膨らんでいきます。子どもも大
人も不思議な世界へ出発です。

　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。

2021年1月の利用調整会議 ※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
1月4日（月）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2022年1月の大・中・小ホール　●2021年2月の大・中ホール（時間）
●2021年4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12月の保守点検日　12月15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11月26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

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）

発売中 
ホール取扱

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 小学生以下無料

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

12/18
（金）

主催者へお問い
合わせください

日報リーダーズサークル北上例会　航空中央音楽隊演奏会 全席
指定

入場無料
（要入場整理券）大ホール 開場 17:00 開演 18:00 終演 19:50 岩手日報北上広華会事務局 TEL 0197-63-4265

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

各公演 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
自由小ホール 開場 13:30 開演 14:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

12/21
（月）

主催者へお問い
合わせください

交通安全の集い２０２０ 一部
指定

入場無料
（要入場整理券・事前申込）中ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 北上地区交通安全対策連絡協議会

(北上市まちづくり部地域づくり課内) TEL 0197-72-8301

12/26
（土）

主催者へお問い
合わせください

令和２年度　全日本アンサンブルコンテスト北上支部大会 全席
自由

入場無料
（要入場整理券）

入場は関係者
のみとなります。大ホール 開場 9:15 開演 9:30 終演 17:30 岩手県吹奏楽連盟北上支部

(北上市立南中学校・鈴木) TEL 0197-67-4318

12/26
（土）

主催者へお問い
合わせください

柳マサ ピアノ教室　ミニミニコンサート 全席
指定 入場無料

中ホール 開場 14:30 開演 14:40 終演 16:00 柳マサ TEL 0197-64-6442

12/27
（日）

主催者へお問い
合わせください

北上市立黒沢尻北小学校音楽部 2020 第19回定期演奏会 RAINBOW 全席
自由

入場無料
住所・氏名・電話番号・

座席番号を記入した用紙の
提出が必要

（座席は 1 つ置き）

入場は関係者
のみとなります。
マスク着用、検温、

手指消毒等感染症対策に
ご協力ください。大ホール 開場 13:20 開演 14:00 終演 16:00 北上市立黒沢尻北小学校(菊池) TEL 0197-65-3313

12/27
（日）

発売中 
ホール取扱

岩手県立黒沢尻工業高等学校吹奏楽部　第６４回定期演奏会 全席
自由 300 400

中ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 15:40 岩手県立黒沢尻工業高等学校(田村) TEL 0197-66-4115

12/29
（火）

発売中 
ホール取扱

さくらホールしょうげき！公演
「三本の手のスケルツォ」　ピアノが鳴ると絵描きの筆も動きだす 全席

自由
おとな 1,430円

こども(3歳～中学生) 770円
ペア券(おとなとこども) 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）

中ホール 開場 ①10:30
②13:30 開演 ①11:00

②14:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

Happy New Year 2021
1/9

（土）
主催者へお問い
合わせください

北上市消防出初式 全席
指定 一般観覧不可（ホール内） 関係者のみ参加

大ホール 開場 9:00 開演 10:00 終演 11:30 北上市消防防災部消防防災課(髙舘) TEL 0197-72-8305

1/10
（日）

主催者へお問い
合わせください

令和３年　北上市成人式 全席
指定 要事前申込 新成人のみ参加

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

1/11
（月・祝）

主催者へお問い
合わせください

令和２年度　北上市婦協研修会　「市民公開講座」 全席
自由

入場無料
（要入場整理券）中ホール 開場 13:00 開演 13:30 終演 15:30 北上市地域婦人団体協議会(菅野) TEL080-6032-9245

1/16
（土）

主催者へお問い
合わせください

きたかみ地域教育力向上フォーラム 一部
指定

入場無料
※新型コロナウイルス感染症の

感染状況により、中止となる場合があります。

体調不良の方、マスクの
着用がない方の入場は
ご遠慮ください。中ホール 開場 12:30 開演 13:00 　　　　　 北上市まちづくり部生涯学習文化課 TEL 0197-72-8303

1/17
（日）

発売中 
ホール取扱

STUDIO UNDERPATH! THE GREATESTSHOW 2021 〜NEW WORLD〜 全席
自由 1,000

大ホール 開場 16:00 開演 16:30 スタジオ・アンダーパス！ TEL070-2430-5588

1/24
（日）

発売中 
ホール取扱

鬼よ燃えろ！冬のみちのく芸能まつり　Ｐａｒｔ12
同時開催　鬼すむ街の物産展　北上市内・外の物産品をご紹介します！

S 席
指定

 2,500
（小・中学生 1,500）

2,900
（小・中学生 1,900）

未就学児童
前売・当日500円

A席
指定

2,000
（小・中学生 1,000）

2,400
（小・中学生 1,400）

大ホール 開場 10:00 開演 10:30 終演 16:30 北上市民俗芸能協会 TEL 0197-72-7861
(平日13:00～17:00)

B 席
指定

1,500
（小・中学生 500）

1,900
（小・中学生900）

・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

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）

第 44 回市民劇場「新・演劇プログラム」がスタートしました。
初回、11/21 はプログラム 1「黒沢尻2区で愛をさけぶ…のを聴きに行く」。
その人が何が好きで、どんなことを大切にしてきたのか、そこにはどんなドラマが
あったのか……。地域に住むその人だけのストーリーを取材するということで、と
ても楽しい時間でした。
 
今では 1,000 世帯を超える黒沢尻 2 区は、国道 4 号線沿いのさくらホールやその
周辺地域です。地域住民の皆さんが小さい頃 (7、80 年くらい前かな ) は約 50 世
帯くらいで、一面が田んぼ。大きな沼地があったり、茅葺き屋根の農業地域でした。
大きな変化があったこの土地で暮らす皆さんの思い出やお話のタネが、どんなドラ
マになっていくか楽しみです。
 
そして、脚本づくりの次は、いよいよ稽古＆舞台づくりがスタート！
今回出来上がったエピソードを元に、気軽に参加できる３回の練習で劇をつくり上
演します。人前で演技をするのは恥ずかしいかもしれませんが、演じてみることであ
らためて気付くこともたくさんあるはず。
ほかの誰かの大切なエピソードが、劇を通じてあなた自身に重なっていく不思議な
感覚を、ぜひ体験してみてください。
年齢、性別、国籍問わず、無料で、どなたでも参加できます。

お申し込み・お問い合わせ
■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

発売中

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）

数種類のオカリナを自在に持ち替えて愛唱歌からクラシックまで演奏。
誰でも知っている楽器、でもなんとなくしか知らない楽器 “ オカリナ ” の世界は
とても奥深いもの。音色が優しく、相性ピッタリなクラシックギターとの共演で、
癒しのプログラムをお届けします。

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

3公演セット
一般3,300円

高校生以下2,970円

第44回市民劇場「新・演劇プログラム」
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 大アトリエ黒沢尻2区公民館でエピソードを話していただきました。

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。

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


