
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のため、事前の予約と当日の検温・
手指消毒及びマスクの着用をお願いします。

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

●クラシックサロン「3番を聴く」
7/12（月）　15:00～16:30　場所：ミュージックルーム1
参加料：500円　定員：12名
※難しいと思われがちなクラシックを聴くきっかけをつくってみませんか？
「3」をテーマに、3番目に因んだ曲のCDをお聴きいただきます。

●加奈子のアトリエ
7/13・27（火）　13:30～15:00　場所：トレーニングルーム
参加料：300円　定員：8名　持ち物：紙と鉛筆2B
※みんなのサロンの新企画！絵を描いて楽しみます。初心者歓迎！
一緒にスケッチしてみませんか？
●オカリナサロン
7/13・27（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
7/13・27（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。

インターネット でのチケット購入は➡ コンビニ受取り が早くてかんたん!
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笑いで応援！
さくらホールのピアノを弾いてみませんか?さくらホールのピアノを弾いてみませんか?

さくらホールのラジオ番組
STUDIO SAKURART（スタジオさくらーと）
毎週金曜日　19:30～19:55　エフエム岩手76.1MHz

さくらホールや番組へのご意見ご感想もどしどしお寄せください！
ハガキ／〒024-0084北上市さくら通り2-1-1「スタジオさくらーと」宛
FAX／0197-61-3301　★HPメール、FacebookのダイレクトメッセージでもOKです。

7月のテーマ 『さくらホールでの思い出』

番組テーマへのメッセージ募集中！

⬅PCやスマートフォン等によるご予約はこちら（ https://www.sakurahall.jp/ticketyoyaku/ ）
※チケット受取りは上記コンビニ受取りの他、さくらホール窓口や電子チケット（スマホ受取り）も可能です。
※一部決済・受取りには発券手数料がかかります。

ファミポート（ファミリーマートにある、緑のキカイ）  でチケットが受取れます。

ファミリーマート

①番号の入力
メニューボタンの中から「予約済みチケッ
トの支払い・発券」を選び「13桁の番号」
を入力してください。

②申し込み券を受取る
Fami ポートからFami ポート申込券
（レシート）が発行されます。

③レジで受取り
レジに Fami ポート申込券を持っていき、
現金でお支払い。
※事前にクレジットカードで精算済の場合
は、レジでのお支払いはございません。

画面にタッチするだけの
カンタン操作！

※復興応援席はさくらホール窓口のみ取り扱い
※大ホール1階・2階席のみ販売します。
※未就学児入場不可
　（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
託児サービスをお休みしています）

チケット発売日：2021年 7月3日（土）
①9:00～　 電話予約、オンラインチケットサービス販売開始

※事前の登録が必要です
②13:00～　窓口販売、精算開始

※完売の際は、窓口販売はございません。

コロナ感染症“密”対策としての販売方法となります。
窓口販売・ご精算は13時開始ですのでご注意願います。
事前の整理券等の配布もございません。

主　催：一般財団法人北上市文化創造
共　催：株式会社IBC岩手放送

9月4日（土）
開場12：15／開演13：00
大ホール
全席指定　　3,500円
復興応援席　1,500円

■参加料 1時間 3,500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3,500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）
・録画撮影については、機器をご持参ください。
・客席もご利用いただけますが、録画撮影・付添の方のみとします。

【注意点】●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。

日常のピアノ練習も大歓迎！
〇電子ピアノ…１時間290円～
〇アップライトピアノ…１時間650円
〇小型グランドピアノ…１時間1,400円～
〇コンサートグランドピアノ…１時間2,000円～

※ピアノデーは全４回、残り２回はスペシャル企画を予定しています！
詳細は決まり次第、ホームぺージ等でお知らせいたします。

大きな音で練習したい方、
気分転換に演奏したい方、
気軽にお越しください♪

さくらホールでは、全国の公共ホールに数
台しかない「ファツィオリ」を筆頭に、４台
のコンサートグランドピアノがあります。他
にも、小型グランドピアノ、アップライトピアノ、
電子ピアノ２種があり、全部で８台のピアノを
ご利用いただけます。また、さくらホールで
はピアノを活かした各種イベントを行ってお
ります（写真参照）。
「ピアノ試弾会」のアンケートでは、参加
者から様々な意見や感想が寄せられます。
例えば、旧市民会館時代から親しまれてい
るヤマハＣＦについて「一番古いけれど、イ
ケイケの感じの音色ですね。」という感想が

オープンピアノDAY 2021
7/10（土） 9：00～　受付開始

「ピアノ試弾会」
コンサ―ト主催様向けに開催

４台のコンサートピアノを弾き比べ♪

「オープンピアノＤＡＹ」
コンサート仕様の大ホールで
気持ちよい響きを体感できます

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

桜都のテイクアウト・お弁当
・ドリンク各種 ・ポテトフライ ・シルクアイス
・まるでチーズ ・フランク ・チュロス ・パン
・ドリンク各種 ・ポテトフライ ・シルクアイス
・まるでチーズ ・フランク ・チュロス ・パン

お弁当・オードブル承りますお弁当・オードブル承ります

コロナ感染対策
実施中

・手洗いうがいの徹底
・掃除の強化
・定期換気
・空気清浄機の設置
・パーテーションの設置
・連絡先の記入

8/28（土）
10：00～21：00
ファツィオリF278
ヤマハＣＦⅢ-S

9/16（木）
10：00～21：00
ファツィオリF278
ヤマハＣＦ

ありました。
実はしっかり調律し整ったピアノであれ

ば、古いピアノの方が響きが良い場合があ
るという話も聞きます。「ヤマハＣＦⅢ－Ｓ」
が人気なのですが、「ヤマハＣＦ」を選んで
みると、響きの違いで演奏の質が変わるか
もしれません。
今年はＳＮＳや YouTube、TikTok 等、
動画配信用に、オープンピアノＤＡＹの動画
撮影をＯＫとしました。北上から世界に向
けて美しい音色を奏でてみませんか？
初めての方もリピーターの方も利用お待

ちしています。

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。

大・中・小ホール‥1年前の月
アートファクトリー‥3ヶ月前の月
※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。
※会議は毎月1日18：30より行います。（1月のみ4日開催）

の利用調整会議
から申込受付）

2021年8月の利用調整会議
8月1日（日）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2022年  8月の大・中・小ホール
●2021年  9月の大・中ホール（時間）
●2021年11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）
※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
※筆記用具をご持参ください。

　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

7月20日（火）9:00～17:00
17：00以降は通常営業となります。

2021年7月
保守点検日

施設空き状況は
スマホで簡単検索

・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

さくらホールのバリアフリー

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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●Art cafe桜都

指定管理者 一般財団法人北上市文化創造
〒024-0084 岩手県北上市さくら通り二丁目1-1
TEL.0197-61 -3300　FAX.0197-61 -3301
URL https://www.sakurahall.jp

駐車場のスペースには限りが
あります。
相乗りのご協力をお願いします。

発行者：一般財団法人北上市文化創造

チケット予約専用
☎0197-61-3500

施設予約専用
☎0197-61-3877

代表
☎0197-61-3300

7月

月
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北上市文化交流センター

2021



市民とアーティストが一緒に踊り、演奏し、交流する盆踊りイベントです。大人も子どもも太鼓の音色に
合わせて、踊って歌って演奏して、おおいに盛り上がる夏のイベントが、2年ぶりに開催予定！
提灯に灯りがともり、宵の頃には「踊らにゃソンソン～」といったムードに。
地域に伝わる踊り「北上おでんせ」や「小鳥崎さんさ」、2014年に誕生したオリジナルソング＆ダンス「はや
て」、和太鼓、ブラスバンドチームなどによるパフォーマンスなど、踊りと音楽の輪はやがて一つに。大人
も子どもも、それぞれが自由に、思い思いに楽しむ夏の思い出の1ページを、ぜひさくらホールで！
会場内では参加者、踊るスペースの間隔を空けるなどの対策を実施しますのでご協力をお願いします。
今後の感染の状況により、開催内容が変更になる場合はホームページ等でお知らせします。

さくら盆ジュール2021
大人も子どもも、自由に思い思いに楽しめるさくらホールオリジナルの
アーティスト×ダンス×音楽が融合した盆踊り大会！

　　　　　　　　 開場15：00　開宴17：00　終宴20：00
さくらホール屋外特設会場　参加無料・申込不要
出演：コンドルズ/ブラック・ボトム・ブラス・バンド

主催：一般財団法人北上市文化創造　共催：黒沢尻二区区民協議会

きたかみサロン音楽会2021
「出演者のトーク付きクラシックコンサート」としてさくらホール人気のシリーズ2公演です。
クラシック音楽を初めて聴く方から愛好家にも楽しんでいただけます。

Vol.1　佐藤采香　ユーフォニアム・リサイタル
～ユーフォニアムが奏でる美しい追憶の旋律～

小ホール
全席自由　一般1,650円　学生1,100円　2公演セット券　一般2,200円
出演：佐藤采香（ユーフォニアム）、清水初海（ピアノ）
プログラム（予定）
久保哲朗：Beans、スパーク：イーナの歌、加藤昌則：軒下ランプ、
ベートーヴェン：モーツァルト『魔笛』の『恋を知る男たちは』の

主題による7つの変奏曲 他

さくらホール夏のえんげき工場2021
いきなりムチャぶり！「ことばのない劇、つくれませんか？」

子どもの舞台芸術体験事業　キッザート2021
子どもを対象としたダンスと音楽（うた）の体験事業です。

申込
受付中
主催

申込
受付中
共催

参加
無料
主催

ホール
取扱予定
共催

7/1
発売開始
主催

ホール
取扱予定
共催

対象　5歳児（年長）～小学6年生
講師　うたクラス　　菅家奈津子、御園生瞳、名須川明子
　　　ダンスクラス　山田うん、川合ロン
会場　さくらホール内　小ホール、練習室
料金　両方参加 ＜うた and ダンス＞　　　どちらか参加 ＜うた or ダンス＞
　　　年会費（1人）8,000円　　　　　　 年会費（1人）5,000円
　　　弟妹年会費（1人）6,000円　　　　 弟妹年会費（1人）3,500円
　　　※学習材別途2,000円　　　　　　※学習材別途1,000円
申し込み方法　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窓口に提出

②申込書はホームページよりダウンロードができます

・歌うことの楽しさ、身体を動かすことの喜びを体験してとても楽しそうでした。
・子どもの成長、変化を実感できよかったです。
・おにいさん、おねえさんを見て、あこがれて、頑張っている姿が見られました。

保護者の声

8月の3日間、「さくらホール夏のえんげき工場2021」をオープンします。
工場なので劇を見るのではなくつくります。今回のオーダーは「ことばのない劇、つくれませんか？」。
はたしてそんな劇をつくることはできるのでしょうか！？

無料体験受付中！
日程等の詳しい内容はHPをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　 10：30～15：30　　
さくらホール 大アトリエほか　参加費1,000円　募集人数15名（先着順）
講師：小堀陽平（こぼりようへい／キッザート『極悪王マスキングの罠』など）
※小学4年生からお申し込みいただけます。
※できるだけ3日間の参加をお願いします。
※参加申し込みはQRコードからお願いします。
主催：一般社団法人ブリッジ（小堀） 090-2238-6465　bridge.kobori@gmail.com
共催：一般財団法人北上市文化創造 2020年開催　げきあそび『極悪王マスキングの罠』より

申し込みQR

森高千里「この街」TOUR 2020-22

大ホール　全席指定　一般8,800円 【特定チケット】
※4歳以上有料、3歳以下無料（膝上鑑賞のみ。お席が必要な場合は有料）
※チケットお一人様2枚まで
　 【特定チケット】　紙チケットの発券、および電子チケットの座席番号通知を、

公演日の2週間前からとします。
【無断有償譲渡禁止】本券は、購入者の氏名・連絡先を確認のうえ販売されています。

事前に確認された方以外の入場はできません。

先行予約受付！！
期間：7/1（木）18：00～7/7（水）23：59まで
受付アドレス（ローソンチケット）
https://l-tike.com/moritaka
チケット発売日
7/24（土）10：00～　一般発売
プレイガイド
ローソンチケット、チケットぴあ
イープラス、さくらホール
お問い合わせ
・めんこいテレビ
019-656-3300（平日10：00～17：00）
・ニュースプロモーション
022-266-7555（平日11：00～13：00）
主催：めんこいテレビ
共催：一般財団法人北上市文化創造

昼の部　開場 14：30 開演 15：00
夜の部　開場 17：30 開演 18：00

北上市2021年 周年記念
宝くじふるさとワクワク劇場

　　　　　　　　開場13：15　開演14：00
大ホール　全席指定　一般2,000円
宝くじの助成による特別料金です。
※未就学児入場不可
　（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため託児サービスをお休みしています）
※追加出演者等の詳細な情報は決まり次第お知らせします。

第1部
　お笑いオンステージ（4組）
第2部
　ほのぼのコメディ劇場
　（吉本新喜劇メンバー）

主催：北上市、
一般財団法人北上市文化創造、一般財団法人自治統合センター

桂 米助 ハリウッドザコシショウ ほか

Vol.2　野尻小矢佳　新KOROGIマリンバお披露目リサイタル
～マリンバをソロで、1台を2人で、新旧2台を2人で、マリンバのフルコース～

小ホール
全席自由　一般1,650円　学生1,100円　2公演セット券　一般2,200円
出演：野尻小矢佳（パーカッション）、磯田日向子（パーカッション）
プログラム（予定）　I.トレビノ『2＋1』

I.クセナキス『ルボンa』
J.パッヘルベル『カノン』 他

開場13：30　開演14：00

開場13：30　開演14：00

8/9（月・祝）8/9（月・祝）

8/10（火）～12（木）8/10（火）～12（木）

9/19（日）9/19（日）

10/30（土）10/30（土）

チケット発売日は8月を予定していますチケット発売日は8月を予定しています

11/3（水・祝）11/3（水・祝）
チケット発売日：7/1（木）9：00～チケット発売日：7/1（木）9：00～ お得な

2公演セット券
一般 2,200円

お得な
2公演セット券
一般 2,200円

12/18（土）12/18（土）

※各公演未就学児入場不可（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため託児サービスをお休みしています） 野尻 小矢佳（パーカッション） 磯田 日向子（パーカッション）
@FUKAYA yoshinobu@FUKAYA yoshinobu@FUKAYA yoshinobu@FUKAYA yoshinobu

@Ayane Shindo@Ayane Shindo@Ayane Shindo@Ayane Shindo

佐藤 采香（ユーフォニアム） 清水 初海（ピアノ）

2020年
参加者満足度
100％

1 2

営業時間　（水曜定休）
昼 11：00～ 14：30　夜 17：30～ 21：00
住所：岩手県北上市さくら通り１丁目８－１
電話：0197-63-7511



ホール
取扱予定
共催

ホール
取扱予定
共催

「いわての演奏家とつくる音楽会」とは
オーディションで選出したいわての演奏家と共に地域交流プログラム（アウトリー
チ）とコンサートを実施し、地域住民に本物の舞台芸術を届けるさくらホールと前
沢ふれあいセンターの共同事業です。木戸口夏海さんは本事業の第3期登録アー
ティストです。

お一人様1枚または同一世帯で1枚のご回答をお願いします。ご回答いただいたハガキ
は、8月31日（火）までに、切手を貼らずにポストに投函していただくか、直接さくらホー
ルの窓口までご持参ください。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

お一人様1枚または同一世帯で1枚のご回答をお願いします。ご回答いただいたハガキ
は、8月31日（火）までに、切手を貼らずにポストに投函していただくか、直接さくらホー
ルの窓口までご持参ください。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

※ご記入いただいた思い出のエピソードは、さくらホールのラジオ番組「スタジオさくらー
と（エフエム岩手）」にてご紹介させていただく場合もございます。予めご了承ください。
※ご記入いただいた思い出のエピソードは、さくらホールのラジオ番組「スタジオさくらー
と（エフエム岩手）」にてご紹介させていただく場合もございます。予めご了承ください。

日頃からさくらホールの事業にご理解とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。さくらホールは、令和5年度に開館20周年を
迎えます。市民の皆様へ日頃の感謝の気持ちをお届けできるような記念イヤーにしたいと考えております。そこで、市民の皆様の希望
を出来るだけ記念事業に反映できるように、「月刊さくらホール愛読者アンケート」調査を行います。さくらホールが過去に主催した代表
的な公演を下記にピックアップしました。この中から、もう一度観たい公演、見逃した公演、興味がある公演など、観たい公演（ジャンル）
を選んでいただき、その番号をハガキにご記入ください。ご回答いただいた内容は、さくらホール開館20周年記念事業に向けて、今
後のさくらホールの企画の参考にさせていただきます。市民の皆様から出来るだけ多くのご意見をいただきたいと思いますので、お忙
しいとは存じますがアンケートへのご協力をお願い申し上げます。

いわての演奏家とつくる音楽会
木戸口夏海クラリネットリサイタル×Clarinet Farbe あの感動を再び！

～さくらホールでもう一度観たい公演（ジャンル）をお答えください～

月刊さくらホール愛読者アンケート月刊さくらホール愛読者アンケート過去さくらホール主催で開催した
主な公演（ジャンル）一覧

過去さくらホール主催で開催した
主な公演（ジャンル）一覧

Ｑ1 あの感動を再び！
さくらホールでもう一度観たい公演（ジャンル）をお答えください。

Ｑ1 あの感動を再び！
さくらホールでもう一度観たい公演（ジャンル）をお答えください。

Ｑ3 月刊さくらホールの誌面で興味のあるコーナーを教えてください。Ｑ3 月刊さくらホールの誌面で興味のあるコーナーを教えてください。

観たいジャンルの番号をご記入ください（3つまで）観たいジャンルの番号をご記入ください（3つまで）

①オーケストラ　②吹奏楽　③管・弦・打楽器リサイタル　④ピアノリサイタル
⑤声楽　⑥和太鼓　⑦オペラ　⑧ミュージカル　⑨ポップス　⑩ジャズ
⑪ワールドミュージック　⑫演劇　⑬バレエ　⑭フラメンコ　⑮コンテンポラリー
⑯パフォーミングアーツ　⑰歌舞伎　⑱能・狂言　⑲日本舞踊　⑳落語
㉑民俗芸能　㉒漫才・コント　㉓公開放送　㉔市民参加型　㉕講演会

①オーケストラ　②吹奏楽　③管・弦・打楽器リサイタル　④ピアノリサイタル
⑤声楽　⑥和太鼓　⑦オペラ　⑧ミュージカル　⑨ポップス　⑩ジャズ
⑪ワールドミュージック　⑫演劇　⑬バレエ　⑭フラメンコ　⑮コンテンポラリー
⑯パフォーミングアーツ　⑰歌舞伎　⑱能・狂言　⑲日本舞踊　⑳落語
㉑民俗芸能　㉒漫才・コント　㉓公開放送　㉔市民参加型　㉕講演会

（例1）さくらホールで結婚式を挙げました。（例2）学校帰りに毎日寄り道していました。（例1）さくらホールで結婚式を挙げました。（例2）学校帰りに毎日寄り道していました。

北上市出身の新進気鋭のクラリネット奏者、木戸口夏海がお届けする癒しのひととき。
ソロはもちろん、彼女が率いるクラリネットアンサンブルの演奏もお楽しみいただけます。

　　　　　　　開場 13：30　開演 14：00
中ホール　全席指定　一般1,200円　学生800円
プログラム（予定）
♪サン＝サーンス：クラリネットとピアノのためのソナタ 作品167（ソロ）
♪樽屋雅徳：絵のない絵本～第12夜～（アンサンブル）
♪ガイ・ウールフェンデン：スリーダンス（アンサンブル）他

出演：木戸口夏海（クラリネット）／吉田菜穂子（ピアノ伴奏）
Clarinet Farbe（クラリネットアンサンブル）

みんなARTおたがいさまライブ
立川志の太郎「こども落語会」
落語・立川志の太郎　紙切り・林家楽一

こどもから大人までみんなで楽しめる落語会！落語の楽しさを存分にお届けいたします。
そして、なかなかお目にかかれない色物芸、観客の目の前で1枚の紙からハサミを使って
動物や風景、人物の姿などのさまざまな形を作り上げる紙切り芸にもご注目ください。

　　　　　　　　　　　開場13：30　開演14：00
小ホール
全席自由　だれでも1人　770円

ペア　1,500円
　　　　　3歳未満　無料整理券
出演：立川志の太郎（落語）、林家楽一（紙切り） わくわく・ワークショップ　2022/1/15（土）

落語・立川志の太郎　紙切り・林家楽一　指導によるワークショップを開催します！！
10月1日（金）9：00～受付開始　対象：小学3年生以上　料金500円

前進座公演
創作歌舞伎「牛若丸」併演「歌舞伎の楽しさ」

開場18：00　開演18：30
中ホール　全席指定
一般4,000円
高校生以下1,500円
ペアチケット7,000円
親子ペアチケット5,000円

主催：一般社団法人劇団前進座
共催：一般財団法人北上市文化創造

スターダスト☆レビュー
40周年 ライブツアー 「年中模索」
～しばらくは、コール&ノーレスポンスで～

　　　　　　　　　　　開場16：00　開演17：00
全席指定
前売7,500円
当日8,000円
※未就学児入場不可

プレイガイド（予定）
　チケットぴあ、イープラス、
　ローソンチケット、さくらホール
問い合わせ
クールマイン 022-796-8700（平日11：00～19：00）／http://coolmine.net

12/5（日）12/5（日） チケット発売開始：10/1（金）9：00～チケット発売開始：10/1（金）9：00～

チケット発売開始：10/1（金）9：00～チケット発売開始：10/1（金）9：00～

チケット発売開始
2022/1/29（土）
10：00～ 一般発売

チケット発売開始
2022/1/29（土）
10：00～ 一般発売

チケット発売開始
9/1（水）9：00～
チケット発売開始
9/1（水）9：00～

2022/1/15（土）2022/1/15（土）

11/12（金）11/12（金） 2022/3/27（日）2022/3/27（日）

Ｑ2 さくらホールに呼んでほしいアーティストや、開催してほしい
舞台公演など、リクエストがあればご自由にご記入ください。

Ｑ2 さくらホールに呼んでほしいアーティストや、開催してほしい
舞台公演など、リクエストがあればご自由にご記入ください。

Ｑ4 さくらホールでの思い出をお聞かせください。Ｑ4 さくらホールでの思い出をお聞かせください。

①オーケストラ
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団／（小澤征爾指揮）新日本フィルハーモニー管弦楽団
NHK交響楽団／（久石譲指揮）東京フィルハーモニー交響楽団
②吹奏楽
パリ・ギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団／シエナ・ウインド・オーケストラ／ブラック・ダイク・バンド
③管・弦・打楽器リサイタル
五嶋みどり／諏訪内晶子／五嶋龍／押尾コータロー／きたかみサロン音楽会シリーズ
④ピアノリサイタル
辻井伸行／反田恭平／ルービンシュタイン国際ピアノコンクールガラ・コンサート
⑤声楽
（西本智実指揮）ベートーヴェン「第九」演奏会／ザクセン声楽アンサンブル／中丸三千繪／増田いずみ
⑥和太鼓　鼓童／DRUM TAO
⑦オペラ　（西本智実指揮）プロデュースオペラ「蝶々夫人」／オペラシアターこんにゃく座
⑧ミュージカル　宝塚歌劇／劇団四季／2.5次元ミュージカル／ブロードウェイ・ミュージカル
⑨ポップス　ゴスペラーズ／東京スカパラダイスオーケストラ／平原綾香／安全地帯
⑩ジャズ
SAKURA BAR～山下洋輔×渡辺香津美＋纐纈歩美／SAKURA BAR～ 山中千尋ジャズトリオ
リー・リトナー＆ジャパニーズフレンズ／エリック・ミヤシロ＆EMバンドコンサート
⑪ワールドミュージック
「スアール・アグン」ミュージック＆ダンス／ドラムストラック“drumstruck”
ジプシーヴァイオリンアンサンブル「ロビー・ラカトシュ」／ザ・アイリッシュダンス「ラグース」
⑫演劇
菊次郎とさき（陣内孝則、室井滋ほか）／ブラザーブラザー（西村雅彦、飯島直子、安田顕ほか）
火星の二人（竹中直人、生瀬勝久、上白石萌音ほか）／劇団東京ヴォードヴィルショー
⑬バレエ　東京バレエ団／レニングラード国立バレエ／草刈民代
⑭フラメンコ　マリア・パヘス舞踊団UTOPIA ～ユートピア～／ビンセント・アミーゴ
⑮コンテンポラリー
森山開次「NINJA」／Co.山田うん「話のない物語」／コンドルズ「NATURAL HIGH」
⑯パフォーミングアーツ
テアトロ・インプロヴィーゾ「3本の手のスケルツォ」／ドラマティコ・ベジターレ「ピノキオの動物園？」
が～まるちょば／熊谷和徳 TAP THE LIVE／乙女文楽／小林顕作「お話の森」
⑰歌舞伎
松竹大歌舞伎 十一代目市川海老蔵襲名披露／松竹大歌舞伎 四代目市川猿之助襲名披露
松竹大歌舞伎 二代目松本白鵬 十代目松本幸四郎襲名披露
⑱能・狂言
野村万作・萬斎さくらホール狂言会／新作能「紅天女」～美内すずえ作「ガラスの仮面」より～
⑲日本舞踊
若柳流 古都彩四季「京のおどり」／華やぐ男達の舞（梅若六郎、若柳吉蔵、藤間勘十郎）
⑳落語　立川志の輔独演会／さくら本牧亭納涼寄席（三遊亭圓歌ほか）／立川志の太郎独演会
㉑民俗芸能　民俗芸能フェスタ／鬼よ燃えろ！／こどもみちのく芸能まつり
㉒漫才・コント　よしもとお笑いまつり／漫才サミット（サンドウィッチマン、中川家ほか）
㉓公開放送　笑点／NHKのど自慢／みいつけた！ステージでショー
㉔市民参加型
北上市民劇場／（西本智実指揮）ベートーヴェン「第九」演奏会／（西本智実指揮）プロデュースオペラ「蝶々夫人」
㉕講演会
歌舞伎プレセミナー「歌舞伎はじめて塾」（葛西聖司）／ピアノ「ファツィオリ」レクチャー（越智晃）
森光子お話しまショー／黒柳徹子トーク＆コンサート／五嶋節講演会（みどり・龍の子育て奮闘記）

①オーケストラ
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団／（小澤征爾指揮）新日本フィルハーモニー管弦楽団
NHK交響楽団／（久石譲指揮）東京フィルハーモニー交響楽団
②吹奏楽
パリ・ギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団／シエナ・ウインド・オーケストラ／ブラック・ダイク・バンド
③管・弦・打楽器リサイタル
五嶋みどり／諏訪内晶子／五嶋龍／押尾コータロー／きたかみサロン音楽会シリーズ
④ピアノリサイタル
辻井伸行／反田恭平／ルービンシュタイン国際ピアノコンクールガラ・コンサート
⑤声楽
（西本智実指揮）ベートーヴェン「第九」演奏会／ザクセン声楽アンサンブル／中丸三千繪／増田いずみ
⑥和太鼓　鼓童／DRUM TAO
⑦オペラ　（西本智実指揮）プロデュースオペラ「蝶々夫人」／オペラシアターこんにゃく座
⑧ミュージカル　宝塚歌劇／劇団四季／2.5次元ミュージカル／ブロードウェイ・ミュージカル
⑨ポップス　ゴスペラーズ／東京スカパラダイスオーケストラ／平原綾香／安全地帯
⑩ジャズ
SAKURA BAR～山下洋輔×渡辺香津美＋纐纈歩美／SAKURA BAR～ 山中千尋ジャズトリオ
リー・リトナー＆ジャパニーズフレンズ／エリック・ミヤシロ＆EMバンドコンサート
⑪ワールドミュージック
「スアール・アグン」ミュージック＆ダンス／ドラムストラック“drumstruck”
ジプシーヴァイオリンアンサンブル「ロビー・ラカトシュ」／ザ・アイリッシュダンス「ラグース」
⑫演劇
菊次郎とさき（陣内孝則、室井滋ほか）／ブラザーブラザー（西村雅彦、飯島直子、安田顕ほか）
火星の二人（竹中直人、生瀬勝久、上白石萌音ほか）／劇団東京ヴォードヴィルショー
⑬バレエ　東京バレエ団／レニングラード国立バレエ／草刈民代
⑭フラメンコ　マリア・パヘス舞踊団UTOPIA ～ユートピア～／ビンセント・アミーゴ
⑮コンテンポラリー
森山開次「NINJA」／Co.山田うん「話のない物語」／コンドルズ「NATURAL HIGH」
⑯パフォーミングアーツ
テアトロ・インプロヴィーゾ「3本の手のスケルツォ」／ドラマティコ・ベジターレ「ピノキオの動物園？」
が～まるちょば／熊谷和徳 TAP THE LIVE／乙女文楽／小林顕作「お話の森」
⑰歌舞伎
松竹大歌舞伎 十一代目市川海老蔵襲名披露／松竹大歌舞伎 四代目市川猿之助襲名披露
松竹大歌舞伎 二代目松本白鵬 十代目松本幸四郎襲名披露
⑱能・狂言
野村万作・萬斎さくらホール狂言会／新作能「紅天女」～美内すずえ作「ガラスの仮面」より～
⑲日本舞踊
若柳流 古都彩四季「京のおどり」／華やぐ男達の舞（梅若六郎、若柳吉蔵、藤間勘十郎）
⑳落語　立川志の輔独演会／さくら本牧亭納涼寄席（三遊亭圓歌ほか）／立川志の太郎独演会
㉑民俗芸能　民俗芸能フェスタ／鬼よ燃えろ！／こどもみちのく芸能まつり
㉒漫才・コント　よしもとお笑いまつり／漫才サミット（サンドウィッチマン、中川家ほか）
㉓公開放送　笑点／NHKのど自慢／みいつけた！ステージでショー
㉔市民参加型
北上市民劇場／（西本智実指揮）ベートーヴェン「第九」演奏会／（西本智実指揮）プロデュースオペラ「蝶々夫人」
㉕講演会
歌舞伎プレセミナー「歌舞伎はじめて塾」（葛西聖司）／ピアノ「ファツィオリ」レクチャー（越智晃）
森光子お話しまショー／黒柳徹子トーク＆コンサート／五嶋節講演会（みどり・龍の子育て奮闘記）
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10/1～
発売
主催

10/1～
発売
主催

月刊さくらホール
愛読者アンケートを実施します

月刊さくらホール
愛読者アンケートを実施します

回答期限：2021年8月31日（火）まで
回答方法：上のハガキに、もう一度観たいジャンルの番号を

3つまでご記入ください。
提出方法：ハガキを線に沿ってハサミで切り取り、回答期限

までに切手を貼らずにポストに投函いただくか、
さくらホールの窓口に直接ご持参ください。

回答期限：2021年8月31日（火）まで
回答方法：上のハガキに、もう一度観たいジャンルの番号を

3つまでご記入ください。
提出方法：ハガキを線に沿ってハサミで切り取り、回答期限

までに切手を貼らずにポストに投函いただくか、
さくらホールの窓口に直接ご持参ください。

北上市文化交流センター

吉田 菜穂子
（ピアノ伴奏）

木戸口 夏海
（クラリネット）

立
川
志
の
太
郎

林
家
楽一

3 4



※さくらホールでは電話でのアンケートは一切行っておりません。このハガキはさくらホール開
館20周年記念事業に向けて、今後のさくらホールの企画のために参考にさせていただきます。

（受取人）
岩手県北上市さくら通り二丁目1-1
北上市文化交流センターさくらホール
月刊さくらホール編集部
（企画事業課・愛読者アンケート係）

差出有効期限
2021年8月31日まで
（切手不要）

郵　便　は　が　き

0 2 4 8 7 9 0
922
北上局承認

料金受取人払郵便

該当する方を○で囲ってください。

性  別

住  所

年  代

女性　・　男性　・　その他

市内　　・　　市外

20歳未満 ・ 20代 ・ 30代 ・ 40代 ・ 50代 ・ 60代 ・ 70代以上

（
切
り
取
る
）

（
切
り
取
る
）

株式会社 有田屋

5 6

2021年度
全国観光土産品連盟推奨品

https://miyataxi.jimdo.com/
クレジットカード・QRコード決済可

◇ジャンボタクシー（９人乗車）：４台◇介護タクシー◇

0120-00-3268
0197-63-3268

※ 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6月17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） 付加

対応 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

7/10
（土）

発売中 
ホール取扱

岩手県立黒沢尻北高等学校吹奏楽部　第５9回定期演奏会 全席
指定 500 未就学児膝上鑑賞可

※席が必要な場合有料大ホール 開場 16:15 開演 17:00 終演 19:00 岩手県立黒沢尻北高等学校
(吹奏楽部顧問・稗貫) TEL 0197-63-2181

7/10
（土） 入場券不要

カワイ音楽教室　発表会 全席
自由 入場無料 関係者のみ入場可

中ホール 開場 9:30 開演 9:45 終演 18:40 カワイ音楽教室北上センター TEL 0197-64-0333

7/11
（日）

発売中 
ホール取扱

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」 全席
指定

①3,300
②3,000

①3,800
②3,500

２歳未満膝上鑑賞可
※席が必要な場合有料大ホール 開場 ①11:00

②13:30 開演 ①11:30
②14:00 終演 ①12:30

②15:00 ニイタカPlus TEL 022-380-8250

7/11
（日）

主催者へお問い
合わせください

ニイタカおんがく教室　発表会 全席
自由 ー 関係者のみ入場可

中ホール 開場 11:00 開演 11:30 終演 20:00※４部構成 ニイタカ楽器 TEL 0198-22-3981

7/18
（日）

主催者へお問い
合わせください

第18回北上翔南高等学校器楽部 定期演奏会
全席
自由

※チケット
は当日販売
のみ

400 未就学児無料
中ホール 開場 13:30 開演 14:00 岩手県立北上翔南高等学校器楽部

(顧問・鈴木、川村) TEL 0197-71-2122
0197-71-2123

7/24
（土）

発売中 
ホール取扱

菊城おどり 全席
自由 1,000 1,300 中学生以下無料

中ホール 開場 10:00 開演 11:00 阿部　浩美 TEL 080-1831-7054
7/25
（日） 入場券不要

ドレミの会　小さな音楽会 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 13:00 開演 13:30 終演 16：00 ドレミの会(大鷹) TEL 0197-64-5291

7/31
（土）

〜

8/2
（月）

主催者へお問い
合わせください

第５９回岩手県吹奏楽コンクール

一部
自由

※チケット
は当日販売
のみ

小学生以上
1,000 未就学児入場不可

大ホール 岩手県吹奏楽連盟(似内) TEL 090-7563-8585

8/5
（木）

発売中 
ホール取扱

〇組　歌謡・舞踊の祭典 全席
指定 4,000 4,500 未就学児入場不可

中ホール 開場 11:30 開演 12:00 有限会社ミキ・プロモーション(佐藤) TEL 090-8788-3839
8/9

（月・祝） 入場券不要
さくらホールオリジナルの盆踊り大会！　「さくら盆ジュール2021」 ー 参加無料・申込不要 雨天決行

屋外特設会場 15:00～20:00 さくらホール TEL 0197-61-3500
8/11
（水）

発売中 
ホール取扱

ブリリアントコンサートvol.5 〜４名の若きフルーティストによるフルートコンサート〜 全席
自由 1,000 未就学児入場不可

中ホール 開場 17:00 開演 18:00 終演 20：30 森の風フルートソサエティー(石川) TEL 0197-22-6305
8/12
（木）

整理券
配付中

黒陵魂を奏でる 全席
自由

入場無料
（要入場整理券）中ホール 開場 17:30 開演 18:00 終演 21：00 北條 TEL 090-3362-0166

8/15
（日）

7/13(火)
ホール取扱

 「オーケストラと心に響くひと時を」 東京交響楽団 アートキャラバン in 北上
全席
指定

2,000
高校生以下
1,000

未就学児入場不可
大ホール 開場 13:45 開演 14:30 TOKYO SYMPHONYチケットセンター TEL 044-520-1511

平日11:00～16:00
8/15
（日）

7/1（木） 
ホール取扱

阿達弘将 × 木戸口夏海　Clarinet Duo with Clarinet Farbe 全席
指定

1,500
高校生以下
1,000

2,000
高校生以下
1,500小ホール 開場 13:00 開演 14:00 Clarinet Farbe(木戸口) TEL 090-2885-8496

8/21
（土）

発売中 
ホール取扱

ドキュメンタリー映画　戦争の足跡を追って　北上・和賀の十五年戦争
全席
自由

1,000
小中学生
500

1,200
小中学生
500

未就学児無料
大ホール 開場

①10:00
②13:30
③17：30

開演
①10:30
②14:00
③18：00

終演
①12:30
②16:00
③20：00

有限会社ロングラン TEL 0197-67-0714

8/21
（土）

7/20（火） 
申込開始

舞台技術活用セミナー　〜中ホール編〜 全席
自由

入場無料
（要申込）中ホール 開場 12:30 開演 13:00 終演 16：30 特定非営利活動法人　芸術工房 TEL 0197-64-7567

8/22
（日）

発売中 
ホール取扱

映画「咲む」上映会 全席
自由

1,200
小中学生
500

―
(前売のみ) 未就学児無料

中ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16：00 (一社）岩手県視聴覚障害者協会北上支部
(松本) TEL 0197-66-6687

8/28
（土） 入場券不要

金野由香ピアノ教室　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 金野由香ピアノ教室 TEL 0197-67-3657

8/29
（日）

主催者へお問い
合わせください

第19回 岩手ジュニアピアノコンクール 本選 全席
指定 入場無料 未就学児入場不可

関係者のみ入場可中ホール 開場 未定 開演 未定 岩手ジュニアピアノコンクール実行委員会
(北上正時堂内) TEL 0197-63-3408

9/4
（土）

7/3(土)
ホール取扱

笑いで応援！　立川志の輔独演会2021　10回記念公演
全席
指定

3,500
復興応援席1,500 未就学児入場不可大ホール 開場 12:15 開演 13:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

9/5
（日）

7/20（火） 
申込開始

舞台技術活用セミナー　〜小ホール編〜 全席
自由

入場無料
（要申込）小ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 17：30 特定非営利活動法人　芸術工房 TEL 0197-64-7567

10/17
（日）

発売中 
ホール取扱

島津亜矢コンサート　歌怪獣襲来ツアー2021
全席
指定

SS席7,000
S席6,000
A席4,000

SS席7,500
S席6,500
A席4,500

未就学児入場不可
大ホール 開場 ①12:00

②16:00 開演 ①13:00
②17:00 世界芸能株式会社 TEL 022-222-4997

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP
PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP

付加対応マークについて ⇒クレジット精算可 ⇒Famiポート対応 ⇒オンライン予約・決済 ⇒電子チケット対応

開場　　　開演　　　終演
7/31(土)　10:00　　10:50　　18:40
8/1 (日)　10:00　　10:40　　18:00
8/2 (月)　10:00　　10:40　　15:30

9：00～電話予約受付・オンラインチケットサービス販売　13：00～窓口販売

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（主催公演と一部の貸館公演のみ）
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（一部の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

　　　PICK UP
7/24（土）
菊城おどり

8/15（日）
「オーケストラと

心に響くひと時を」
東京交響楽団
アートキャラバンin北上

8/22（日）
映画「咲む」上映会

8/5（木）
〇組　歌謡・舞踊の祭典

舞台技術活用セミナー
8/21（土）中ホール編
9/5（日）小ホール編
さくらホール舞台技術スタッフ
が講師を務めます。
中ホールと小ホールの舞台
設備について、実演を交え
ながら、基本的な使い方や、
特色を生かした発展的な使
い方を学びます。
舞台技術に興味のある方、
奮ってお申し込みください！

8/12（木）
黒陵魂を奏でる

8/21（土）
ドキュメンタリー映画
戦争の足跡を追って
北上・和賀の十五年戦争

7/11（日）
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」

共催

共催

詳細はイベントカレンダーをご覧ください

※6部構成

未就学児入場不可



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のため、事前の予約と当日の検温・
手指消毒及びマスクの着用をお願いします。

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

●クラシックサロン「3番を聴く」
7/12（月）　15:00～16:30　場所：ミュージックルーム1
参加料：500円　定員：12名
※難しいと思われがちなクラシックを聴くきっかけをつくってみませんか？
「3」をテーマに、3番目に因んだ曲のCDをお聴きいただきます。

●加奈子のアトリエ
7/13・27（火）　13:30～15:00　場所：トレーニングルーム
参加料：300円　定員：8名　持ち物：紙と鉛筆2B
※みんなのサロンの新企画！絵を描いて楽しみます。初心者歓迎！
一緒にスケッチしてみませんか？
●オカリナサロン
7/13・27（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
7/13・27（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。

インターネット でのチケット購入は➡ コンビニ受取り が早くてかんたん!

立
川
志
の
輔

独
演
会
2021

10
回
記
念
公
演

笑いで応援！
さくらホールのピアノを弾いてみませんか?さくらホールのピアノを弾いてみませんか?

さくらホールのラジオ番組
STUDIO SAKURART（スタジオさくらーと）
毎週金曜日　19:30～19:55　エフエム岩手76.1MHz

さくらホールや番組へのご意見ご感想もどしどしお寄せください！
ハガキ／〒024-0084北上市さくら通り2-1-1「スタジオさくらーと」宛
FAX／0197-61-3301　★HPメール、FacebookのダイレクトメッセージでもOKです。

7月のテーマ 『さくらホールでの思い出』

番組テーマへのメッセージ募集中！

⬅PCやスマートフォン等によるご予約はこちら（ https://www.sakurahall.jp/ticketyoyaku/ ）
※チケット受取りは上記コンビニ受取りの他、さくらホール窓口や電子チケット（スマホ受取り）も可能です。
※一部決済・受取りには発券手数料がかかります。

ファミポート（ファミリーマートにある、緑のキカイ）  でチケットが受取れます。

ファミリーマート

①番号の入力
メニューボタンの中から「予約済みチケッ
トの支払い・発券」を選び「13桁の番号」
を入力してください。

②申し込み券を受取る
Fami ポートからFami ポート申込券
（レシート）が発行されます。

③レジで受取り
レジに Fami ポート申込券を持っていき、
現金でお支払い。
※事前にクレジットカードで精算済の場合
は、レジでのお支払いはございません。

画面にタッチするだけの
カンタン操作！

※復興応援席はさくらホール窓口のみ取り扱い
※大ホール1階・2階席のみ販売します。
※未就学児入場不可
（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
託児サービスをお休みしています）

チケット発売日：2021年 7月3日（土）
①9:00～　 電話予約、オンラインチケットサービス販売開始

※事前の登録が必要です
②13:00～　窓口販売、精算開始

※完売の際は、窓口販売はございません。

コロナ感染症“密”対策としての販売方法となります。
窓口販売・ご精算は13時開始ですのでご注意願います。
事前の整理券等の配布もございません。

主　催：一般財団法人北上市文化創造
共　催：株式会社IBC岩手放送

9月4日（土）
開場12：15／開演13：00
大ホール
全席指定　　3,500円
復興応援席　1,500円

■参加料 1時間 3,500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）
・追加料金なしで録音ができます。（1時間とりっぱなし）
・録画撮影については、機器をご持参ください。
・客席もご利用いただけますが、録画撮影・付添の方のみとします。 

【注意点】●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。

日常のピアノ練習も大歓迎！
〇電子ピアノ…１時間290円～
〇アップライトピアノ…１時間650円
〇小型グランドピアノ…１時間1,400円～
〇コンサートグランドピアノ…１時間2,000円～

※ピアノデーは全４回、残り２回はスペシャル企画を予定しています！
詳細は決まり次第、ホームぺージ等でお知らせいたします。

大きな音で練習したい方、
気分転換に演奏したい方、
気軽にお越しください♪

さくらホールでは、全国の公共ホールに数
台しかない「ファツィオリ」を筆頭に、４台
のコンサートグランドピアノがあります。他
にも、小型グランドピアノ、アップライトピアノ、
電子ピアノ２種があり、全部で８台のピアノを
ご利用いただけます。また、さくらホールで
はピアノを活かした各種イベントを行ってお
ります（写真参照）。
「ピアノ試弾会」のアンケートでは、参加
者から様々な意見や感想が寄せられます。
例えば、旧市民会館時代から親しまれてい
るヤマハＣＦについて「一番古いけれど、イ
ケイケの感じの音色ですね。」という感想が

オープンピアノDAY 2021
7/10（土） 9：00～　受付開始

「ピアノ試弾会」
コンサ―ト主催様向けに開催

４台のコンサートピアノを弾き比べ♪

「オープンピアノＤＡＹ」
コンサート仕様の大ホールで
気持ちよい響きを体感できます

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

桜都のテイクアウト・お弁当
・ドリンク各種 ・ポテトフライ ・シルクアイス
・まるでチーズ ・フランク ・チュロス ・パン
・ドリンク各種 ・ポテトフライ ・シルクアイス
・まるでチーズ ・フランク ・チュロス ・パン

お弁当・オードブル承りますお弁当・オードブル承ります

コロナ感染対策
実施中

・手洗いうがいの徹底
・掃除の強化
・定期換気
・空気清浄機の設置
・パーテーションの設置
・連絡先の記入

8/28（土）
10：00～21：00
ファツィオリF278
ヤマハＣＦⅢ-S

9/16（木）
10：00～21：00
ファツィオリF278
ヤマハＣＦ

ありました。
実はしっかり調律し整ったピアノであれ

ば、古いピアノの方が響きが良い場合があ
るという話も聞きます。「ヤマハＣＦⅢ－Ｓ」
が人気なのですが、「ヤマハＣＦ」を選んで
みると、響きの違いで演奏の質が変わるか
もしれません。
今年はＳＮＳや YouTube、TikTok 等、
動画配信用に、オープンピアノＤＡＹの動画
撮影をＯＫとしました。北上から世界に向
けて美しい音色を奏でてみませんか？
初めての方もリピーターの方も利用お待

ちしています。

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。

大・中・小ホール‥1年前の月
アートファクトリー‥3ヶ月前の月
※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。
※会議は毎月1日18：30より行います。（1月のみ4日開催）

の利用調整会議
から申込受付）

2021年8月の利用調整会議
8月1日（日）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2022年  8月の大・中・小ホール
●2021年  9月の大・中ホール（時間）
●2021年11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）
※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
※筆記用具をご持参ください。

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

7月20日（火）9:00～17:00
17：00以降は通常営業となります。

2021年7月
保守点検日

施設空き状況は
スマホで簡単検索

・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

　さくらホールのバリアフリー

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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●Art cafe桜都

指定管理者 一般財団法人北上市文化創造
〒024-0084 岩手県北上市さくら通り二丁目1-1
TEL.0197-61 -3300　FAX.0197-61 -3301
URL https://www.sakurahall.jp

駐車場のスペースには限りが
あります。
相乗りのご協力をお願いします。

発行者：一般財団法人北上市文化創造

チケット予約専用
☎0197-61-3500

施設予約専用
☎0197-61-3877
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