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対象公演の一般発売に先駆け
て、早くしかも一度に購入す
ることができます。

先行予約Ⅰ

対象公演は 10％OFF

10％割引Ⅱ

ご希望により、10％割引でお得
に追加できる公演もあります。

マイセレクト
公演追加

Ⅲ

「マイシート」として共通の指定
席を取れます。公演に応じ別々
に指定することもできます。

座席指定Ⅳ

毎月さくらホール情報誌を郵送
します。新しい公演情報や見所
ももれなくお知らせします。

さくらホール情報誌
を毎号お届け

Ⅴ

「サクティブ倶楽部」に入会すると、対象公演のほか、

追加で選べる公演も定価の10パーセント割引で購入でき

ます。さらに「マイシート」として自分だけの指定席を

さくらホールに持つことができます。当日はメンバーズ

パスポートの提示でスムーズに入場可能で、もし自分が

行けなくてもご家族やご友人にパスポートを貸出するこ

ともＯＫ。ご来場をお待ちしています！

5月5日(火・祝)より、今年も申込受付開始！
※申込受付日を4/5(日)から5/5(火・祝)に変更しました。

さくらホール選りすぐりの3公演を一般発売に先駆けて、お好きな座席を指定してお得にセット購入できるメンバーズ倶楽部です。

会員だけのオトクな5大特典付き!

サクティブ倶楽部　 基本3公演セット（各S席料金合計） 17,000円 → 15,300円

サクティブ倶楽部ライト 基本3公演セット（ライト限定エリア席） 11,000円 → 　9,900円

+ マイセレクト公演も 10％OFF

※サクティブ倶楽部2020対象公演と申込方法は次頁に掲載しています。

　北上市文化交流センターさくらホールでは、換気システムによる定期的な換気
を行い、密閉された状態とならないよう配慮したうえで、消毒液の設置や手洗
い、咳エチケットの徹底等をご来館のお客様にもお願いし、感染対策の強化を
行いながら、通常どおり開館しております。
　今後感染の状況により、対応の変化が懸念されますが、その都度ホームペー
ジでお知らせしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルスに関連した
さくらホールの感染症対策についてのお知らせ

さくらホールホームページ
「新型コロナウイルス感染症対策に関連するお知らせ」
http://www.sakurahall.jp/columu.php

サクティブクラブ
　

さくらホールとNPO芸術工房の協働事業
公演サポーターとしてさくらホールともっと関わってみませんか

公演のフロントスタッフ
チケットをもぎる、座席に案内する 等
託児スタッフ
公演の託児サービスで子どもさんと楽しくあそぶ
アンケート集計
公演の観客アンケートを集計する
発送作業
さくらホールプレスや月間さくらホールなどの発送準備

希望者は様々な連絡を受けるため、芸術工房
への会員登録が必要です。（有料）
活動には報酬が会員通貨で支給され、チケット
購入等に利用できます。
フロントスタッフ、託児スタッフの活動には
事前研修（無料）が必要です。
■フロント研修日程
　2020年4月23日（木）14時～16時
　さくらホール内

今回は2月の保守点検日に実施した消防訓練の模様をお伝えします。
　さくらホールでは年2回、消火訓練と避難誘導の総合的な訓練を行って
います。消火訓練では、消火器と消火用散水栓を実際に使用しての放水訓
練をしました。消火栓の放水はかなりの反動があるため、ホースが暴れて
狙いが定まらなくなってしまいます。男性スタッフの放水は安定していま
したが、女性スタッフが1人で使用する際には、ホースをしっかり掴んで
いないと体がぶれるので、腰を据えて構える姿勢が大事だと思いました。
避難誘導では、サービスセンターに少人数のスタッフしかいない設定で
行いました。実際に火災報知器を発報させ、トランシーバーと携帯電話を
持ち、初期消火、通報、館内放送、避難誘導と、舞台スタッフと連携を取りな
がら訓練していきます。さくらホールは大中小ホールの他に21の部屋を
貸し出しており、全施設を利用していた場合、約2,500人ものお客様を少
人数のスタッフだけで誘導しなければなりません。中には初めての来館で
避難経路が分からない方もいるかと思います。私たちは来館者全員を安全
な場所まで無事に避難させなければなりません。そのため避難経路につい
て日頃から気づいたことがあればスタッフ同士で話し合ったりしていま
す。スタッフだけでの誘導が困難になったときは、動ける方に誘導のご協
力をお願いするかもしれません。私たち一人一人が意識すれば、おのずと
周りにも気を配ることができるのではないかと思っています。
さくらホールに来館された際には、館内案内図で非常口や避難経路等
のご確認をお願いします。（藤）

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

公演サポーター活動内容

消防訓練レポート消防訓練レポート

秋田緑 作品展示会
「自分を愛することが究極の愛」

日にち：
　 4月16日（木）～
時間：
　 10:30～20:30

こんな時だからこそ

ゆっくりと自分をみつめてみる

そんな大切な時間に・・・・・

入場無料
中止となりました
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☎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

2020

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5月の利用調整会議 ※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
5月1日（金）18：30から下記の申込の調整を開始します。
●2021年5月の大・中・小ホール（区分利用）　　●2020年6月の大・中ホール（時間利用）
●2020年8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

2020年4月の保守点検日  4月21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）
※さくらホール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

※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。
※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）

　人にやさしい駐車場（13台）
　盲導犬・介助犬・聴導犬の同伴可 　赤ちゃん休憩室完備

　多目的トイレ（館内4ケ所）



※ 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3月27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

4/11
（土） 開催中止

Shun Kikuta & Tohoku B.B 全席
自由 3,500 4,000 ワンドリンク付き

小学生以下無料
小ホール 開場 17:30 開演 18:30 西沢 TEL 090-1065-1848

4/18
（土） 開催中止

南こうせつコンサートツアー２０２０～いつも歌があった～
全席
指定

全部よい席　7,800
S席　6,500
A席　4,500

お手軽チケット　3,000
未就学児入場不可

大ホール 開場 16:30 開演 17:00 ギルドネクスト TEL 022-222-2033
(平日11:00～17:00)

4/18
（土） 開催中止

東日本大震災復興応援コンサート　祈りをこめて part36 in 北上　クラリネットとともに 全席
自由

1,500
高校生以下　1,000 未就学児無料

小ホール 開場 17:30 開演 18:00 マーベラス・スタジオ(相澤) TEL 090-2973-7958

4/19
（日） 開催延期

ゴスペラーズ　坂ツアー２０１９～２０２０〝Ｇ２５〟 全席
指定 7,000 未就学児膝上鑑賞可

（着席の場合は有料）
大ホール 開場 16:15 開演 17:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

4/19
（日） 入場券不要

ピアノスタジオＭ　コンサート 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 12:30 開演 13:00 終演 16:30 髙橋 まり子 TEL 0197-63-4812

5/2
（土） 入場券不要

伊藤ピアノ教室　発表会 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 12:45 開演 13:00 終演 16:00 伊藤ピアノ教室 TEL 0197-65-3895

5/3
（日・祝）開催延期

全日本民俗舞踊連盟　第１４回岩手県舞踊大会 全席
自由

1,200
※3/15の入場
券でも入場可

1,500
3/15中止による
振替公演
未就学児無料大ホール 開場 10:00 開演 10:30 全日本民俗舞踊連盟(八重樫) TEL 090-2840-8322

5/3
（日・祝） 入場券不要

こぐま会　ピアノ発表会 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 13:45 開演 14:00 終演 16:00 佐藤智恵子 TEL 0197-66-3273

5/10
（日）

主催者へお問い
合わせください

モーニング娘。’２０　コンサートツアー春　～ＭＯＭＭ～
全席
指定 7,500

4歳以上チケット必要
3歳以下のお子様は
保護者１名に対し１名
まで膝上無料（座席が
必要な場合は有料）

大ホール 開場 ①13:00
②16:30 開演 ①14:00

②17:30 キョードー東北 TEL
022-217-7788

(平日11:00～18:00
 土曜10:00～17:00)

5/10
（日）

主催者へお問い
合わせください

東日本大震災チャリティー「母の日のコンサート」Part16
伊藤泰子&工藤和真ジョイントコンサートIN北上2020 全席

自由 2,000 2,500 高校生以下無料
未就学児入場不可

中ホール 開場 13:00 開演 14:00 終演 16:00 伊藤泰子 TEL 0197-63-2331

5/14
（木） 開催中止

タクフェス春のコメディ祭！　「仏の顔も笑うまで」 全席
指定 6,500 未就学児入場不可

大ホール 開場 17:45 開演 18:30 岩手めんこいテレビ TEL 019-656-3301

5/18
（月）

主催者へお問い
合わせください

第４２回　めぐみ同好会　発表会 全席
自由

入場無料
（要入場整理券）

※3/23の整理券でも入場可
3/23中止による
振替公演

中ホール 開場 12:00 開演 13:00 めぐみ同好会(後藤) TEL 090-5599-0715

5/24
（日）

主催者へお問い
合わせください

専修大学北上高等学校吹奏楽部　第３４回ミュージックカフェコンサート 全席
自由 500 700 未就学児膝上鑑賞無料

大ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:30 専修大学北上高等学校吹奏楽部(安藤) TEL 0197-63-2341

5/31
（日） 開催延期

北上フィルハーモニー管弦楽団　第２０回題名のある音楽会
こどもと楽しむオーケストラ　～スポーツの祭典がはじまるよ！～ 全席

自由
入場無料

（要入場整理券）
大ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 北上フィルハーモニー管弦楽団(折居) TEL 090-5187-0988

5/31
（日） 開催中止

吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ　グリーンコンサート２０２０ 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ(小池) TEL 090-2271-4691

PICK UP
4/18（土）
南こうせつコンサートツアー2020
～いつも歌があった～
大ホール
開場16:30
開演17:00
全席指定
全部よい席7,800円
S席6,500円
A席4,500円
お手軽チケット3,000円
※未就学児入場不可

発売中

4/18（土）
東日本大震災復興応援コンサート
祈りをこめてpart 36 in 北上
クラリネットとともに
小ホール
開場17:30
開演18:00
全席自由
一般1,500円
高校生以下1,000円
※未就学児無料

発売中

5/3（日）
全日本民俗舞踊連盟
第14回岩手県舞踊大会
大ホール
開場10:00
開演10:30
全席自由
前売1,200円
当日1,500円
※未就学児無料
※3/15の入場券でも入場可

発売中

5/14（木）
タクフェス春のコメディ祭！

「仏の顔も笑うまで」
大ホール
開場17:45
開演18:30
全席指定
6,500円
※未就学児入場不可

発売中

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。
●オカリナ体験サロン
4/13,27（月）15:30～17:00
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
4/13,27（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。
●いきいき歌声サロン
ゲスト：肥田葉子／アコーディオン
4/26（月）15:00～16:30
参加料500円、定員50名
※唱歌や懐かしいヒット曲を歌います
●＜サロンの主宰者募集＞
あなたもサロンを主宰してみませんか？
芸術工房が「みんなのサロン」として
ポスターやチラシ、月刊誌、WEB等に
よる情報発信をサポートします。
ご希望の方は、芸術工房に会員登録を
お願いします。（登録料1,000円）
主催・申込み NPO法人芸術工房
電話：0197-64-7567

さくらホールSNSをチェック！

https://www.facebook.com/sakurahall     https://www.instagram.com/
                    sakurahall_kitakami/?hl=ja

さくらホール開花宣言！
3月中旬に開花しました！

（写真は 3月 17日に撮影）
4 月には満開の桜の写真
をお届けしますので、是非
ご覧ください！

　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、紙面掲
載の催事スケジュールが変
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。

美しい音楽と、夢と冒険がつまった感動のストーリー
ブロードウェイミュージカル「ピーターパン」
吉柳 咲良（ピーターパン役）/松平 健（フック船長/ダーリング氏役）

大ホール
8月29日　開演16:30　/　8月30日　開演11:00
全席指定　Sactive料金 6,500円 → 5,850円
　　　　　ライト（3階） 5,500円 → 4,950円

話題の花形俳優
松竹大歌舞伎

大ホール
昼　開場12：00　開演12：30
夜　開場16：30　開演17：00
全席指定
Sactive料金
　　7,000円 → 6,300円
ライト（3階）
　　2,000円 → 1,800円

ファツィオリで聴くジャズ
山中千尋JAZZ・ピアノトリオ

中ホール
開場14：00　開演14：30
全席指定
Sactive/ライト共通料金
4,500円 → 4,050円

笑いで応援！開催10回目記念
立川志の輔
独演会2020

大ホール
開場12：15　開演13：00
全席指定
Sactive/ライト共通料金
　　3,500円 → 3,150円

9 月 21 日 ( 月・祝 ) に実施予定だったルービンシュタイン国際ピアノコンクール入賞者
日本ガラ・コンサートは、新型コロナウイルス感染症によりコンクールの実施が延期となっ
たため、公演開催を延期します。サクティブ倶楽部の基本セットは 4 公演を 3 公演での
発売に変更します。公演実施決定次第、改めて会員の皆様にご案内させていただきます。

第43回北上市民劇場
土偶の家 ～家賃2万円、空き部屋アリ〼～
シェアハウスで暮らす住人たちの物語

「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大を防止するため、
3月14日・15日に予定しておりました「第 43回北上市民劇場」
の開催を延期させていただきました。公演を楽しみにしていた
だいておりました皆様に多大なるご迷惑をおかけしますことを
深くお詫び申し上げます。
振替公演の日時につきましては調整中ですので、今しばらく
お待ちいただきますようお願いいたします。

※お手持ちのチケットは振替公演の実施の際に必要となります。
　正式な発表があるまで大切に保管してください。
　お手数をお掛けしますが、ご理解の程お願いいたします。

ゴスペラーズ
坂ツアー2019～2020〝G25〟
主催　発売中
大ホール　開場16:15 開演17:00　全席指定　7,000円
※就学児童はチケットが必要。未就学児童は保護者1名につき
1名のみ膝上鑑賞可能。座席が必要な場合はチケットが必要。

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
夏井いつきの句会ライブ 6/7（日）胆沢文化創造センター

9/8
（火）8/29

（土）

8/30
（日）

11/29
（日）

7/11
（土）

さくら野百貨店 北上店 Presents

申込受付

ファツィオリ・プロジェクト

尾上松也

4/19
（日）

発売中

Sactive倶楽部2020 対象の3公演

5月5日(火・祝)より　会場：さくらホール　特設会場にて
・サクティブ倶楽部2019会員（前年度会員様）…受付9：15〜　・一般発売開始…15：00から先着順で受付
※5/5（火・祝）の受付日に限りご来館の方が優先です。15時の一般発売開始以降は、窓口や電話にて随時受付します。

※申込用紙はお一人様につき一枚必要です。4名様分までまとめてお申込可能ですが、代表してお申込になる方は、全員の氏名・住所・連絡先等を必ずお控えください。
　なお、精算事務にお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
※申込後のキャンセル・返金は固くお断りいたします。公演日程等十分にご確認の上、お申込ください。
※登録内容に変更がある場合は、変更内容をご連絡ください。なお、お持ちの「メンバーズパスポート」は、変更後もそのままお使いいただけます。
サクティブ倶楽部は毎年新たに募集しますが、翌年度の先行予約等の特典がありますので、継続したご入会をお薦めいたします。

サク ティブクラ ブ
　ラクククク ブブブララララララ

公演延期のお知らせ

＋ 追加で選べるマイセレクト

お
知
ら
せ

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。

年2回発行する公演魅力紹介などの読み物を掲載する情報誌には地域のスポンサー
様に協賛いただいています。2020年度も6月と11月に発行し、北上市全戸配布
を予定しています。広告掲載のご希望は随時承りますので、よろしくお願い致します。
【さくらホール Press 特大号 2019冬春号スポンサー様】
木の香の家、焼肉DININGまるぎゅう、花スタジオ舶来屋、瀬美温泉、アロマ＆ヒーリ
ング海の雫、仕出し料理桜舞、平野ターフ、小豆嶋胃腸科・内科クリニック、御食事処一心、
牛たん焼の佐助、ロシア料理トロイカ、和食処きくすい北上店、明光義塾北上中央教室、
中神工務店、オノダ住宅事業部北上展示場、よしだ整形外科クリニック、みなみ内科クリ
ニック、REホーム、花ぽけっと、和の衣さとう、北上ビルメン、有田屋、都タクシー

敬称略・順不同

さくらホールPress特大号 定期発送
サービスの
ご案内


