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2020

〜♬ 新しい音との出会い、響きを楽しもう ♪〜

大ホールのスピーカーがリニューアル！

お披露目会を開催します！
さくらホール大ホールのスピーカーシステムが、新しくなりました。
その最新の音をぜひ体感いただきたいので、お披露目会を開催いたします。
夏休みのお子様向けに、音響をメインとしたバックステージツアー、ホール
が用意する様々なジャンルの音楽と、お気に入りのCDをお楽しみいただけ
るメニュー。また、ミニライブを開催し、コンサートの様子を再現します。
音楽・芸術活動をする方はもちろん、オーディオに興味がある方、大ホール
で迫力ある音を聞いてみたい方、たくさんのご参加をお待ちしております！

1

新スピーカー解説会

〜テクニカルな部分も全て魅せます！〜

8月7日（金）

（受付14:30〜）15:00〜17:00

スピーカーや音響に興味がある方、
オーディオが趣味の方にお勧め。

2

バックステージツアー
〜夏休み新スピーカースペシャル〜

8月8日（土）

（受付9:30〜）10:00〜12:00

お子様から大人まで楽しめます。
今回は音響を中心とした内容です。

8月8日（土）15：30〜16：00（予定）

3

新スピーカー体験会

〜お気に入りのCDとライブ演奏を楽しもう〜

８月8日（土）

（受付13:00〜）13:30〜16:00

ホールならではの高品質の音響で、
音楽を聴いてみたい方、
どなたでも。

ライブ演奏アーティストプロフィール
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初 お披露目！今日は1日スピーカー三昧！
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の指導に務める。

また、
「 福田こうへいふれあいコンサー

ト」、
「岩手紅白歌合戦」などの演奏サポー
トを行う。

大ホールＲ１扉前 （１Ｆ：アクティングルーム前）
無料
※② バックステージツアーは、階段の昇り降りがあります。
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
マスクを着用してください。機材を見るために歩くので、スニーカーなどをお勧めします。
① 30名程度
② 60名程度
③ 100名程度
8/8午後開催の③新スピーカー体験会にご参加される方は、ぜひ、お気に入りのＣＤを
お持ちください。

※強制ではありません。状況により、すべてのＣＤをおかけできない場合があります。

代表
☎0197-61-3300
チケット予約専用
☎0197-61-3500

事前に申し込みをお願いします

※人数に余裕がある場合は当日でも受付します。お問い合わせください。

※① 8/6
（木）
22:00まで ※②③ 8/7
（金）
22:00まで 窓口・電話でお申し込みください。
※新型コロナウイルスの感染拡大予防対策として、連絡先の把握をしております。頂いた情報は、
保健所等の公的機関から求められた場合にのみ提供するもので、目的以外の用途には使用しません。

北上市文化交流センター

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。
各部屋に利用推奨人数を設定していますので、ご希望の部屋よりも大きな部屋をお勧めする
場合があります。

さくらホールでの
新型コロナウイルス
感染症対策について

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。

みんなのサロン

8/8（土）9：00〜 受付開始！

オープンピアノDAY 2020

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。

さくらホールのコンサートグランドピアノ２台を弾きくらべ！
9/11

■参加料 １時間

10/18

（金） 10：00〜21：00

8/11（火）24（月）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。

3,000円（当日精算）

※複数名でのご利用が可能です。
（ピアノを使用した５名以内）
※レッスンの場合には先生から
別途3,000円頂戴します。
※追加料金なしで録音ができます。
（１時間とりっぱなし）

（日） 10：00〜21：00

ファツィオリF278
スタインウェイD-274

●オカリナ体験サロン

ファツィオリF278
ヤマハＣＦⅢ-Ｓ

●オカリナ体験サロン

8/11（火）24（月）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。

●１人１日１時間までのご予約となります。●ピアノの調律は行いません。●ピアノは並行に並べ、移動はできません。

詳細はホームページにてご確認ください。

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

文化芸術活動等応援プロジェクト

さくらホール館内レストラン

Art cafe

コンサートや発表会が中止となり悲しい思いをした地元の子どもたち、
文化芸術愛好家などの活動を応援するため、県内利用者に限り、
ホールの利用料を応援価格にしています。

TEL：0197-65-5255

ストリートピアノ実施中

※応援価格は会場料のみです。楽屋・付帯設備料金は通常価格です。

大ホール620名以内・中ホール210名以内・
小ホール50名以内

（7/29現在

と

営業時間：10：30〜20：30 定休日：月曜日

期間・場所： 令和2年8月31日まで利用の大・中・小ホール
応 援 価 格： 通常料金の約半額
入場者数：

桜都
お

今後の国・県・市の方針により、変動する場合があります。）

さくらホールを利用して、みんなで元気になろう!!

※催事がある日はお休みします

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

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

年中無休

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。

チケットに関する営業時間

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。

※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。

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。

（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。

サービスセンターの営業時間

9：00〜22：00

2020年9月の利用調整会議 ※受付時間18：00〜18：30（時間厳守）

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。

●2021年9月の大・中・小ホール ●2020年10月の大・中ホール（時間）
●2020年12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。

2020年8月の保守点検日 8月18日
（火）9:00〜17:00

9月1日（火）18:30から下記の申込の調整を開始します。

牛たん佐助
和かな

トイザらス

消防署

ファミリーマート
国道107号
ツインモール
プラザ

さくら野
百貨店
北上店

市役所

しゃぶ葉北上店

MONTEIN HOTEL

郵便局
仙台

水沢

仙台

アメリカンワールド

北上駅

ホテル
ルートイン
北上駅前

幸楽苑

北上市文化交流センター

一心

柳原駅

ホテルシティプラザ北上

国道4号

東北自動車道

きくすい

北上
江釣子
I.C

江釣子SCパル

●Art cafe桜都

牛たん佐助
和かな

ビッグボーイ

東北電力

江刺

きくすい

さくら
ホール

大黒や

ファミリーマート

GS

ファミリーマート
トレンタ

釜石・遠野

ビストロ
フェリーチェ

さいとう製菓

ヤマダ電機 北上自動車学校 さいとう
製菓
セブン-イレブン
GS

盛岡

宝介

半田屋

東山堂

花巻

東山堂

セブン-イレブン
北上自動車学校

青森

ヤマダ電機

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。

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。

