
舞台芸術活用セミナー 「できる」を知る

《参加者受付中》定員になり次第
受付を終了します

日時・場所
▪8/21（土） 13：00～16：30　中ホール
▪9/5  （日） 14：00～17：30　小ホール
内容
▪舞台設備（音響・照明）の基本的な構成による
　利用方法
▪会場と舞台設備を生かした発展的な利用方法
講師
　一般財団法人北上市文化創造舞台技術課
　佐藤辰也 ・佐藤忍

対　象：県南広域のアーティスト・文化団体
文化施設関係者

定　員：中ホール200名／小ホール50名
参加料：無料【完全予約制】
主　催：特定非営利活動法人芸術工房
共　催：一般財団法人北上市文化創造

申し込み：NPO法人
Tel：0197-64-7567　Mail：info@g-kobo.net

さくらホール技術スタッフの佐藤辰也（音響）と佐藤忍（照明）が講師を努める舞台
活用セミナー【「できる」を知る】がNPO法人芸術工房様の主催で開催されます。
会場は、8月は舞台と客席の両方がある中ホール、9月は平土間の空間を自由に構成

できる小ホールの 2ヶ所です。それぞれの特徴を生かしながら、劇場の舞台、照明、音
響など基本的な構成をアーティストの実演と共に体験していただき、劇場の発展的な活
用方法を確かめます。
また、さくらホールの舞台設備の中でも、他の劇場にはない特徴を活かした演出や、
普段のご利用で「お見せお聞かせ」できないところをご紹介しますので、発表会などの
演出の参考にしていただいたり、舞台のことで疑問に感じる事、知りたい事、悩み事（舞
台に関するもの限定）などにもお答えします。
コロナ禍で様々な発表会や演奏会の中止や延期が続き、出演者、そして全国の舞台ス
タッフは歯がゆい思いをしていることでしょう。そして、このような状況でも舞台スタッフ
は、舞台を安全安心に使ってもらえるよう、舞台業務に従事していることと思います。
このコロナ禍を乗り越えた後、新しい時代にあった舞台芸術を創るヒントを、出演者・
スタッフ、様々な立場の参加者皆様に感じていただければと思います。（舞台技術課・S）

さくらホールスタッフが講師をします！

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。

期日：8月10・24日（火）　場所：トレーニングルーム

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

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

かき氷
・いちご ・メロン ・レモン ・抹茶
・ブルーハワイ ・エメラルドパイン
・キャラメル

かき氷
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・ブルーハワイ ・エメラルドパイン
・キャラメル

トッピング
・練乳 ・あずき ・キャラメルソース
・チョコソース
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・練乳 ・あずき ・キャラメルソース
・チョコソース

●加奈子のアトリエ
時間：13:30 ～ 15:00　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
時間：15:30 ～ 17:00　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
時間：18:00 ～ 19:00 ～ 20:00（1時間毎の入替制）
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。

LIVE LIVE LIVE
in さくらホール
出演者募集中

次の日程で開催するライブの
出演者を3組募集します。
（応募期限 8/20）
9/18（土）13:30  
　リハーサル（ミュージックルーム1）
10/24（日）
　プレライブ（共用エリア）
12/3（金）18:30　
　本番（小ホール）
応募条件：ライブ実績のある方
（互いにブラッシュアップします）
出演時間：20分　出演料：なし

今年は内容を変更し、出演者や参加者を
オンラインで繋いで、トークや踊りを

配信形式で実施いたします。
ぜひWEBでご視聴・ご参加ください。

今年は内容を変更し、出演者や参加者を
オンラインで繋いで、トークや踊りを

配信形式で実施いたします。
ぜひWEBでご視聴・ご参加ください。

ゲスト（オンライン出演）ゲスト（オンライン出演）

山本光二郎　安田有吾
from

ダンスカンパニー「コンドルズ」

近藤良平を主宰とした男性のみの
ダンスカンパニー。トレードマークの
学ラン姿でダンスやコント、映像、
人形劇などを展開し、所属メンバー
は舞台やテレビ、映画などで

幅広く活躍中！
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(Tb)YASSY  (SD)SEIYA
from

Black Bottom Brass Band

1993年 /関西で結成。日本唯一の
ニューオリンズスタイルブラスバンド
として活動をはじめる。音楽の楽しさ
をストレートに伝えるワークショップや
音楽教室は全国各地で大好評！
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さくらホールオリジナル盆踊り大会
「さくら盆ジュール」とは？
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。
地域に伝承される踊りや2014年に誕生した
オリジナルソング＆ダンス「はやて」、

ブラスバンドチームなどによるパフォーマンスなど、
大人も子どもも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として
2013年より継続して実施しております。
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【　日　時　】　8月9日 (月・祝 )17:00～ 18:00予定
【 参 加 料 】　無料
【参加方法】　ZOOMを活用して自宅などから参加していただきます。
【配信方法】　ZOOM配信 (100人限定 ) (※Youtubeも後日配信予定 )

詳細決定次第ホームページ等に掲載いたします。
【プログラム】　オリジナル盆踊り曲「はやて」踊り体験ほか

トークイベント等予定
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トークイベント等予定
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メールフォーム、FacebookのダイレクトメッセージでもOKです。

8月のテーマ 『夏の過ごし方』

番組テーマへのメッセージ募集中！

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9月の利用調整会議
9月1日（水）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2022年  9月の大・中・小ホール
●2021年10月の大・中ホール（時間）
●2021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）
※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

8月17日（火）9:00～17:00
17：00以降は通常営業となります。

2021年8月
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●Art cafe桜都

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

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
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月
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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
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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7月28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
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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

8/7
（土）

発売中 
ホール取扱

第60回 北上・みちのく芸能まつり　さくらホール公演 全席
自由 1,000 1,500

大ホール 開場 12:30 開演 13:00 終演 18:30 (一社）北上観光コンベンション協会 TEL 0197-65-0300
8/9

（月） 申込受付中
さくらホールのオリジナル盆踊り　さくら盆ジュール２０２１　オンライン

ー 参加申込は
さくらホールHPよりオンライン開催　17:00～18:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

8/10
（火）

～
8/12
（木）

申込受付中

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

ー 1,000 小学４年生以上
からの申込

アートファクトリー　10:30～15:30 一般社団法人ブリッジ(小堀)
さくらホール TEL 090-2238-6465

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）

整理券配布 
ホール取扱

黒陵魂を奏でる 全席
自由

入場無料
（要整理券）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） 申込受付中

文化庁 大規模かつ質の高い文化芸術を核としたアートキャラバン事業
「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
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）

発売中 
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

未就学児入場不可
小ホール 開場 16:30 開演 17:00 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） 申込受付中

舞台技術活用セミナー　「できる」を知る　～中ホール編～
ー 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
え

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

9/4
（土）

発売中 
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

9/4
（土） 入場券不要

リレー・フォー・ライフ・ジャパンきたかみ リレーイベント
ー 入場無料 県内在住者のみ

入場可中ホール 開場 13:00 終了 16:30 ＲＦＬＪきたかみ実行委員会事務局 TEL 090-7060-2310
9/5

（日） 入場券不要
伊藤ピアノ教室　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 12:45 開演 13:00 伊藤ピアノ教室 TEL 0197-65-3895

9/5
（日） 申込受付中

舞台技術活用セミナー　「できる」を知る　～小ホール編～
ー 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
9/18
（土） 入場券不要

花巻東高等学校吹奏楽部　第8回定期演奏会 全席
自由 入場無料

大ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 花巻東高等学校吹奏楽部 TEL 0198-24-2825
9/18
（土） 入場券不要

第31回北上市民芸術祭参加　喜多流北上喜櫻会　第３5回謡と仕舞の会 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 12:30 開演 13:00 終演 16:00 北上喜櫻会(平野) TEL 0197-64-2701

9/19
（日）

発売中 
ホール取扱

森高千里「この街」ＴＯＵＲ2020-22
全席
指定 8,800 4歳以上有料

3歳以下膝上無料大ホール 開場 ①14:30
②17:30 開演 ①15:00

②18:00
めんこいテレビ(平日10：00～17：00）
ニュースプロモーション(平日11：00～13：00） TEL 019-656-3300

022-266-7555
9/19
（日）

整理券配布 
ホール取扱予定

秋の子どもみちのく芸能まつり　2021 全席
指定

入場無料
（要整理券）中ホール 開場 13:00 開演 13:30 終演 16:00 北上市民俗芸能協会 TEL 0197-72-7861

9/26
（日）

発売日未定 
ホール取扱予定

第３１回北上市民芸術祭参加
第３３回岩手県ピアノ音楽協会北上支部　ピアノコンサート 全席

自由 500 ２歳以下無料
大ホール 開場 13:00 開演 13:30 終演 16：00 岩手県ピアノ音楽協会北上支部(宍戸) TEL 080-3321-7564

9/26
（日）

整理券配布 
ホール取扱予定

第31回北上市民芸術祭参加　災害復興支援　第４2回北上市民謡まつり 全席
自由

入場無料
（要整理券）中ホール 開場 9:00 開演 10:00 終演 15:00 北上市民謡舞踊連絡協議会(瀬辺) TEL 0197-67-4224

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

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

PICK UP
8/7（土）
第 60 回
北上・みちのく
芸能まつり
さくらホール公演

8/15（日）
阿達弘将
　×木戸口夏海　
Clarinet Duo 
with Clarinet 
Farbe

8/12（木）
黒陵魂を奏でる

8/22（日）
映画「咲

え
む」

上映会

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

8/11（水）
ブリリアント
コンサー 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～

詳細はイベントカレンダーをご覧ください

夏のオーケストラ体験
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

きたかみサロン音楽会2021 9月よりダンスクラス始動！
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。

北上市2021年周年記念
宝くじふるさとワクワク劇場

笑いで応援！　立川志の輔
独演会 2021　10 回記念公演

共催　発売中
開場13：45╱開演14：30　大ホール
全席指定 一般2,000円　学生（小中高校生）1,000円
指揮／大井剛史
ホルン／大野雄太
小室昌弘編曲：
　ディズニーのメロディ
　による管弦楽入門、
ベートヴェン：
　交響曲第 5 番
　ハ短調「運命」ほか
※障がい者手帳をお持ち
の方とお付き添いの方1名
まで半額割引になります。

（窓口・電話予約）

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～

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～

共催　開場13：15／開演14：00　大ホール　全席指定　前売2,000円　当日2,500円
※宝くじの助成による特別料金です。　※岩手県在住の方のみチケットを販売いたします。
※未就学児入場不可（新型コロナウィ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）
第1部　お笑いオンステージ
　　　　（桂米助、テンダラー、レイザーラモン、ハリウッドザコシショウ） 
第2部　ほのぼのコメディー劇場（吉本新喜劇メンバー）
司  会　5GAP
主催：北上市、（一財）北上市文化創造、（一財）自治総合センター

主催　発売中
両公演とも
小ホール　開場13:30／開演14:00
全席自由　一般1,650 円　学生1,100 円
お得な2 公演セット券　一般 2,200 円
※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）

主催　
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、御園生瞳、名須川明子
　　　　ダンスクラス　山田うん、川合ロン
〇ダンスクラス日程　※うたクラスは5月～活動中。詳細はお問い合わせください。
　日程　9/7（火）、10/5（火）、11/23（火）、12/28（火）、1/11（火）、2/22（火）、3/6（日）（発表会）
　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
〇会場　さくらホール内　小ホール等
〇料金　両方参加＜うたクラス＆ダンスクラス＞
　　　　年会費（1人）10,000円（税込） （学習材費込）　※弟妹割引有
　　　　どちらか参加＜うたクラスorダンスクラス＞
　　　　年会費（1人）6,000円（税込） （学習材費込）　※弟妹割引有
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
　　　　　　②申込書はホームページよりダウンロードができます。

桂米助 ハリウッドザコシショウテンダラー レイザーラモン

主催　発売中　開場 12:15 ／開演 13:00
全席指定 3,500 円　復興応援席 1,500 円
※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）

おむかえタクシーサービス（要事前予約）
・公演当日（昼 12:15 出発）

北上駅東口からさくらホールまでの片道運行
・乗車料金無料、最大定員 18 名（先着順）

プレイガイド：さくらホール、オンラインチケットサービス
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

チケット発売日：8/28（土）
①9：00～
　電話予約
　オンラインチケットサービス
②13：00～
　窓口販売、精算開始

プレイガイド：さくらホール、
オンラインチケットサービス、
江釣子 SC パル、カワトク、
岩手県民会館

8/15
（日）

11/3
（水・祝）

12/18
（土）

10/30
（土）

9/4
（土）

発売中

発売中

発売中

申込受付中

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　
小林ゆうこ音楽教室第７回発表会 8/7（土）おでってホール（盛岡市・プラザおでって）
声優朗読劇 VORLESEN(フォアレーゼン)～阿弖流為～ 8/29（日）奥州市文化会館Ｚホール
HIROMI GO CONCERT TOUR2021 9/11（土）奥州市文化会館Ｚホール
桑島法子 朗読夜 20周年記念公演「シグナルとシグナレス」 10/10（日）釜石市民ホールTETTO
坂本冬美コンサート2021 10/14（木）岩手県民会館

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。


