
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、事前に予約をお願いします。

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

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

ストリートピアノ
継続中

ストリートピアノ
継続中

施設空き状況は
スマホで簡単検索

さくらパークプロジェクト実行委員会プレゼンツ
春のにぎわいフェア

「さくらパークにさくら咲け！」
4月22日（木）～4月27日（火）さくらホールのフリースペース「さくらパーク」で、

市内高校生が作品やパフォーマンスで「満開の桜」を表現しました。
4月22日（木）～4月27日（火）さくらホールのフリースペース「さくらパーク」で、

市内高校生が作品やパフォーマンスで「満開の桜」を表現しました。

裏表紙もご覧ください

「さくらパークにさくら咲け！」レポート
今回の「にぎわいフェア」は、コロナ禍でもいきいきと活動する高校生にスポットをあて、
作品やパフォーマンスのパワーで、みんな元気になろう！という思いで開催しました。

館内には瑞々しい感性あふれる作品が並び、いつもとは違う空間へ。
そして、演奏やパフォーマンスからは、たくさんのパワーをもらいました。

高校生の皆さん、ありがとうございました！

今回の「にぎわいフェア」は、コロナ禍でもいきいきと活動する高校生にスポットをあて、
作品やパフォーマンスのパワーで、みんな元気になろう！という思いで開催しました。

館内には瑞々しい感性あふれる作品が並び、いつもとは違う空間へ。
そして、演奏やパフォーマンスからは、たくさんのパワーをもらいました。

高校生の皆さん、ありがとうございました！

今後も「さくらパークプロジェクト実行委員会」では、様々なイベントを開催します。一緒にやってみたい方は、さくらホールへお問い合わせください。今後も「さくらパークプロジェクト実行委員会」では、様々なイベントを開催します。一緒にやってみたい方は、さくらホールへお問い合わせください。

専修大学北上高等学校・郷土芸能部 黒沢尻北高等学校・音楽部 北上翔南高等学校・鬼剣舞部 北上翔南高等学校・器楽部

北上翔南高等学校・書道部 北上翔南高等学校・美術部 黒沢尻北高等学校・書道部 黒沢尻北高等学校・写真部

●クラシックサロン
　「ショパン国際ピアノコンクール」
5/16（日）14:00～15:30
場所：ミュージックルーム1
参加料：500円（コーヒー付、飲食可）
定員：12名（要予約）
※今年の秋に開催予定のショパン国際ピ
アノコンクール。コンクールの解説ととも
に『ピアノの詩人』と呼ばれたショパンの名
曲をCDでお楽しみいただきます。

●オカリナサロン
5/11・25（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
※みんなで合奏を楽しみます。
※初心者への指導は別途承ります。

●カラオケサロン
5/11・25（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：各 4名
※良質な音響でヒット曲を歌います。

5月1日よりテラス席 OPEN5月1日よりテラス席 OPEN5月1日よりテラス席 OPEN
暖かくなってきたこの季節

テラスでコーヒーを飲みませんか？
暖かくなってきたこの季節

テラスでコーヒーを飲みませんか？

・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6月の利用調整会議 ※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
6月1日（火）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2022年6月の大・中・小ホール　●2021年7月の大・中ホール（時間）
●2021年9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）

　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

2021年5月の保守点検日　5月18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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チケット予約専用
☎0197-61-3500

施設予約専用
☎0197-61-3877
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☎0197-61-3300
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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2021年4月27日現在の情報です。

・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
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

5/8
（土）

整理券
配布中 
ホール取扱

東日本大震災復興支援チャリティーコンサート　「母の日のコンサート」part17
伊藤泰子 「女学生の愛唱歌」を唄う ピアノ伴奏：佐々木 光 全席

自由
入場無料

（要入場整理券）
小ホール 開場 14：00 開演 14：30 伊藤泰子 TEL 0197-63-2331

5/11
（火）

発売中 
ホール取扱

南仏からのそよ風 ～F
ファツィオリ

azioliを奏でる～　「フランス音楽の午後」
全席
自由 1,500 未就学児無料

中ホール 開場 14：00 開演 14：30 アンダンティーノ(小川) TEL 090-5231-6298

5/15
（土）

発売中 
ホール取扱

Ｋ
ケイスリーディーヴァ

３Ｄｉｖａ 新曲コンサート　夢で逢えたら
全席
自由 4,500 5,000 高校生以下無料

中ホール 開場 ①13：00
②18：00 開演 ①13：30

②18：30 終演 ①15：00
②20：00 木本有美事務所(及川） TEL 090-1497-1251

5/19
（水）

発売中 
ホール取扱

堀
ほりごめ

米ゆず子　無伴奏ヴァイオリン・リサイタル
全席
自由 3,000 3,500 未就学児入場不可

大ホール 開場 18：30 開演 19：00 ヒラサ・オフィス
田村隆 TEL 03-5727-8830

090-1497-1371

5/23
（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３５回ミュージックカフェコンサート
全席
指定 500 700 未就学児無料

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

5/29
（土）

主催者へお問い
合わせください

第６８回北上地区高等学校音楽連盟「初夏の演奏会」
全席
指定 400

大ホール 開場 14：30 開演 15：00
専修大学北上高等学校吹奏楽部

(鴇
と き た

田)
TEL 0197-63-2341

6/6
（日）

整理券
配布中 

ホール取扱予定

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
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 北上フィルハーモニー管弦楽団(折居) TEL 090-5187-0988

6/6
（日）

主催者へお問い
合わせください

エレクトーンフェスティバル　北上正時堂大会
全席
自由 ー 入場は関係者のみと

なります。
中ホール 開場 ①13：40

②15：15 開演 ①14：00
②15：30 終演 ①14：45

②17：15 北上正時堂ハーモニーセンター TEL 0197-63-3408

6/13
（日） 発売中

それいけ ！ アンパンマン　ミュージカル　勇気の花に歌おう♪

全席
指定 3,000 3,200

３歳以上有料
《一般席販売》
ローチケ

（Lコード21858）
※さくらホールは
車いす席のみ販売

大ホール 開場 ①10：30
②13：30 開演 ①11：30

②14：30
それいけ！アンパンマン　ミュージカル

北上公演事務局 TEL 0800-800-5122

6/13
（日） 入場券不要

プロじゃないよ!!アマチュアだよ全員集合スペシャル　（バンドライブ）
全席
自由 入場無料

中ホール 開場 13：45 開演 14：00 終演 19：30 高橋光喜 TEL 090-4557-0116

6/19
（土）

5/18（火）
17：00〜

ホール取扱予定

北上声楽研究会　サロンコンサート
全席
自由 1,000 1,200 高校生以下無料

小ホール 開場 13：30 開演 14：00 終演 16：00 北上声楽研究会(髙橋) TEL 0197-64-1178

6/20
（日）

主催者へお問い
合わせください

岩手県立北上翔南高等学校鬼剣舞部　発表会
全席
自由 ー 入場は関係者のみと

なります。
大ホール 開場 13：30 開演 14：00 終演 16：00 岩手県立北上翔南高等学校 TEL 0197-71-2122

6/20
（日） 入場券不要

こすもす会　ピアノおさらい会
全席
自由 入場無料

中ホール 開場 14：15 開演 14：30 終演 16：30 こすもす会(鈴木) TEL 090-8251-7147

6/20
（日）

発売中 
ホール取扱

フルートがつなぐ約束　～10年と100日コンサート～　6/20北上公演
全席
自由

一般　2,000
高校生以下　1,000

小ホール 開場 13：00    開演 14：00 終演 16：00 10年と100日コンサート実行委員会 TEL 070-2014-2124

PICK UP
5/11（火）
南仏からのそよ風
～Fazioliを奏でる～

「フランス音楽の午後」
中ホール　発売中 
開場14：00　開演14：30 
全席自由　前売・当日1,500円 
未就学児入場無料

5/15（土）
Ｋ３Ｄｉｖａ 新曲コンサート
夢で逢えたら
中ホール　発売中 
開場①13：00　②18：00 
開演①13：30　②18：30 
全席自由 
前売4,500円　当日5,000円 
高校生以下入場無料

6/6（日）
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
大ホール　発売中 
開場13：30　開演14：00 
全席自由　入場無料（要整理券）

販売中

販売中

ホール取扱予定

申込
受付中

5/19
（水）

6/13
（日）

7/11
（日）

〇申込受付　令和 3 年 5 月 1 日（土）開始

〇その他　※ダンスクラスでは、運動時のマスク着用による身体へのリスクを考慮して、体育の授業に準じて
マスクの着用をしない場合もあります。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては内容や日程の変更、事業を中止する場合があります。

〇申込方法　①申し込みたいクラスの参加申込書と年会費と学習材費をさくらホール窓口に提出してください。
②申込書はホームページよりダウンロードができます。

子どもを対象としたダンスと音楽（うた）の体験事業です。
キッズ＋アートでキッザート！さくらホールならではのキッズプログラムです。

〇日程
うたクラス　11 回
日程　令和 3 年 5/18（火）、6/29（火）、7/27（火）、

8/17（火）、9/28（火）、10/26（火）、11/30（火）、
12/14（火）、令和 4 年 1/25（火）、2/7（月）、
発表会 2/11（金・祝）

時間　全員 17:30 ～ 18:30、発表会 16:00 ～ 18:00

〇料金　両方参加　＜うたクラス＆ダンスクラス＞
年会費　　（1人）8,000円（税込）
弟妹割引　（1人）6,000円（税込）
※学習材が別途2,000円かかります。

どちらか参加　＜うたクラスORダンスクラス＞
年会費　　（1人）5,000円（税込）
弟妹割引　（1人）3,500円（税込）
※学習材が別途1,000円かかります。

ダンスクラス　　7 回
日程　令和 3 年 9/7（火）、10/5（火）、11/23（火）、

12/28（火）、令和 4 年 1/11（火）、2/22（火）、
発表会 3/6（日）

時間　キッズクラス　16:30 ～ 17:30（年長～小学 3 年生）
　　　ジュニアクラス　 17:30 ～18:30 （小学 4 年生～小学 6 年生）
発表会 14:30 ～ 16:00

〇対象　5 歳児（年長）～小学 6 年生
〇講師　うたクラス　　菅家奈津子先生、御園生瞳先生、名須川明子先生
　　　　ダンスクラス　山田うん先生、川合ロン先生
〇場所　さくらホール内　小ホール、練習室

ベルギーを拠点に世界を駆ける実力派ヴァイオリニストがお届けする、ヴァイオリンの魅力を存分に堪能できるバッハの名曲プログラム
堀米ゆず子　無伴奏ヴァイオリン・リサイタル

それいけ ！ アンパンマン　ミュージカル　勇気の花に歌おう♪

子どもの舞台芸術体験事業　キッザート2021

共催　　　　　大ホール　開場18:30　開演19:00
全席自由　前売3,000円　当日3,500円
※未就学児入場不可
※新型コロナウイルス対策のため、座席に限りがございます。
主催：ヒラサ・オフィス　共催：一般財団法人北上市文化創造

共催　発売中　大ホール　※車いす席のみホール扱、一般席はローチケにて
1回目　開場10：30　開演11：30　2回目　開場13：30　開演14：30
全席指定　前売3,000円（税込）　当日3,200円（税込）
※お1人様1グループ4枚まで（グループごとに間隔空けて販売）
　3歳以上有料（2歳以下は大人1名につき1名ひざ上鑑賞可）
主催：テレビ岩手　共催：一般財団法人北上市文化創造 ©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

発売中 ※車いす席のみホール取扱、一般席はローチケにて

発売中

うたクラス ダンスクラス

両方参加 どちらか参加

水沢スポーツクラブ Presents　きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
「ソドー島のたからもの」岩手公演

トーマスとパーシーがテレビから飛び出してステージを駆け巡る！
映像を駆使したオリジナルストーリーのファミリーミュージカル！

共催　　　　　　　　　　　　　　大ホール
①開場11:00　開演11:30　②開場13:30　開演14:00
全席指定　前売　①3,300円　②3,000円　当日券は500円増し

※2歳以上有料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料（大人1名につき膝上1名まで無料）
※お1人様1グループ5枚まで（グループごとに間隔空けて販売）
主催：株式会社新高、IBC岩手放送　共催：一般財団法人北上市文化創造
特別協賛：水沢スポーツクラブ株式会社、南部電気工事株式会社

5月14日10時 発売開始

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。

　　　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済（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

　プレイガイド情報　
みなみ吹奏楽団＆トロヴァーレウィンドオーケストラ　SpringConcert2021 5/9（日）奥州市文化会館Zホール
Clarinet Farbe ８本のクラリネットアンサンブル～ミニコンサート 5/9（日）前沢ふれあいセンター
夏井いつきの句会ライブ 6/6（日）胆沢文化創造センター
Going My Way concert 夢と生きていく～
トロンボーン×パーカッション×ピアノ～ 加藤直明、野尻小矢佳、新崎誠実
ソロからデュオ、そしてトリオへ 

6/13（日）釜石市民ホールTETTO

宝くじおしゃべり音楽館　想い出のスクリーンミュージック 6/26（土）田園ホール（矢巾町文化会館）

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。


