発行者：一般財団法人北上市文化創造

2020

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。
10/4（日）
9:00〜
チケット発売

きたかみサロン音楽会 2020 -21
間近な空間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」

Vol.1 2020/12/20（日）

Vol.2 2021/1/23（土）

ヤマモト ナオ

山本 奈央

ノジリ サヤカ

佐藤 采香

「オカリナコンサート」
全公演
共通

Vol.3 2021/2/23（火・祝）

サトウ アヤカ

「ユーフォニアム・リサイタル」

会場：小ホール
開場13:30 開演14:00

全席自由
一般1,650円

野尻 小矢佳

「こおろぎマリンバコンサート」

高校生以下1,100円

※未就学児入場不可

3公演セット
一 般 3,300円
高校生以下 2,970円

オープンピアノDAY 2020

コンサート用グランドピアノを大ホール舞台で弾いてみませんか？
舞台上にはピアノ2台をご用意しております。当館が誇る、全国の公共ホールに
数台しか置かれていない「ファツィオリ社製ピアノ」の音色を是非ご体感ください。

10/10
（土）9：00〜
11/9

（月） 10：00〜21：00

ファツィオリF278
ヤマハＣＦⅢ-Ｓ

■参加料 １時間

受付中

受付開始

12/19

（土） 10：00〜21：00

ファツィオリF278
スタインウェイD-274

3,000円（当日精算）

9/11

（金） 10：00〜21：00

ファツィオリF278
スタインウェイD-274

10/18
（日）

定員に達しました！

申込枠残りわずか！お申し込みはお早めに！

9月

月 刊 さくらホ ール

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

VOL.29

※複数名でのご利用が可能です。
（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） ※客席には立ち入りできません。

●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。

さくらホールの施設利用申込について

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。

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。
2020年10月の利用調整会議 ※受付時間18：00〜18：30（時間厳守）

10月1日（木）18:30から下記の申込の調整を開始します。

●2021年10月の大・中・小ホール ●2020年11月の大・中ホール（時間）
●2021年1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。

営業時間・保守点検日のご案内
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。

9：00〜21：00

チケットに関する営業時間

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

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

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。

2020年9月の保守点検日 9月15日（火）、16日（水）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。

北上市文化交流センター

イベントカレンダー
日 付

チケット
取扱い

会場

※ 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。

公演名

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）

座席

一般価格（円・税込）
前

売

その他

当 日

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止の観点から、催事のスケジュールが変更になる場合がございます。
皆様には大変なご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
民俗芸能による祈りと絆の舞
『まず演（や）るべ！コロナに負けねぞ！』
9/12 主催者へお問い
0197-72-7861
（土） 合わせください 中ホール 開場 9:30
開演 10:00
終演 16:30
北上市民俗芸能協会 TEL
(平日13:00～17:00)

全席
指定

民俗芸能による祈りと絆の舞
『まず演（や）るべ！コロナに負けねぞ！』
9/13 主催者へお問い
合わせください
0197-72-7861
大ホール 開場 9:30
（日）
開演 10:00
終演 16:30
北上市民俗芸能協会 TEL
中ホール
(平日13:00～17:00)

全席
指定

第10回 岩手県民の健康を考える講演会 健康科学のハカセに聴く
「姿勢と健康のお話」
9/21 主催者へお問い
全席
0120-516-861 自由
岩手県姿勢調整師会
（月・祝） 合わせください 中ホール 講演 13:30～15:30
TEL
0197-72-5778

入場無料

内容：神楽中心

（整理券あり）

大ホール：太鼓や鹿踊
鬼剣舞など
中ホール：神楽中心

入場無料

（整理券あり）

1,000

1,200

チケット問い合わせ（KCSセンター北上・千葉）

10/2 発売中
（金） ホール取扱 大ホール 開場 18:00

木本有美 ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 「ありがとう」
開演 18:30

終演 20:40

木本有美事務所(及川) TEL

北上市立北上中学校吹奏楽部 第４４回定期演奏会
10/3 主催者へお問い
合わせください
（土）
大ホール 開場 13:30
開演 14:00
終演 16:00
北上市立北上中学校(小笠原) TEL
北上市立飯豊中学校吹奏楽部 第28回定期演奏会
10/4 主催者へお問い
合わせください
（日）
中ホール 開場 13:30
開演 14:00
終演 16:00
北上市立飯豊中学校(寺嶋) TEL
10/10 主催者へお問い
（土） 合わせください 大ホール 開場 13:30

北上市立南中学校吹奏楽部
開演 14:00

0197-34-4141

北上市立南中学校(鈴木)

TEL

未就学児膝上鑑賞無料

入場無料

0197-63-3129

全席
自由

（座席確認用整理券あり）

0197-68-2714

全席
自由

（整理券あり）

0197-67-4318

一部
指定

（整理券あり）

第３０回定期演奏会

終演 16:00

S席 5,000
A席 4,000
B席 3,000

全席
指定

感染症対策のため、
100名様限定
小学生以下無料

入場制限はかけませんが、
学校や吹奏楽関係者が
主な対象となります

入場無料

入場は整理券を
お持ちの方のみと
なります

入場無料

関係者のみ
対象となります

紙面の公演は2020年8月27日現在の情報です。

みんなのサロン

新しい音との出会い

8/7･8
開催！

誰でも参加できます。

〜新スピーカーお披露目会レポート〜

1 新スピーカー解説会

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〜

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。

3 新スピーカー体験会

●オカリナ体験サロン

9/14・28（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。

●カラオケ体験サロン

9/14・28（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。

愛好家向けの内容で、ラインアレ
イシステムの仕組みについて、図
やシステム画面を用いて、解説し
ました。
プロのアーティスト・音響スタッフ
も参加し、終演後もより良い音で
ステージを作るには…と音響論に
花が咲き、今後の活用に向けた有
意義な会となりました。

毎年恒例のバックステージツアー
ですが、今年は音響メインの特別
メニューで、8つの実験テーマから、
子どもたちに分かりやすく音響の
仕組みを解説しました。
音響スタッフは、大ホールのどこ
でもきれいな音が聞こえるように
するのが仕事だと、分かっていた
だけたようでした。

自身の持ち込んだお気に入りの音
源を、本格音響で体感したあとに、
宇 津 志 博 恵トリオに よる 華 麗 な
ジャズライブをお楽しみいただき
ました。
実力あるアーティストによる演奏
が、スピーカーの 音でよりパワー
アップするということが体験でき
たイベントでした。

すべての回で、1階から3階まで自由に歩き回ってスピーカーの音を体験できるコーナー
を設けました。最新鋭の機器により、ホール全てのエリアに均一でクリアな音が届けられる
ようになっており、参加いただいた皆様からご好評をいただきました。
さくらホールでは、一般の方の発表会から、プロの本格的なステージまで、確かな音を
お届けいたします。どうぞご利用ください。

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

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

さくらホール館内レストラン

Art cafe

桜都
お

と

TEL：0197-65-5255

営業時間：10：30〜20：30 定休日：月曜日

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

9/27（日）14:00〜15:30
場所：ミュージックルーム1
曲：エグモント序曲・ピアノソナタ第31番
・ヴァイオリン協奏曲
参加料：500円、定員：12名

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

●クラシックサロン
｢ベートーヴェンを聴く｣コンサート

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。

