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【開 催 日】 令和3年11月23日（火・祝）
【利用時間】 10:00～21:00（1枠30分単位）

※当日受付は、各利用開始時間の15分前から行います。
【定　　数】 22枠 ※1団体2枠まで申込可。1枠の演奏者は5名まで。
【会　　場】 大ホール
【ピ ア ノ】 ファツィオリF278
【参 加 料】 30分3,500円（準備片付け含む）

※キャンセルは1週間前まで可。
　1週間を切りましたら、代理の方をご紹介願います。
　（当日のキャンセルや無断キャンセルについては、料金をいただきます。）

【参加資格】 観客がいる状況で演奏ができること
【申込開始】 令和3年10月10日（日）9：00から受付

舞台上での撮影もOK。
衣装は正装のドレスでも
普段着でもOK。
詳細はこちらから≪鑑賞できます！！≫

どなたさまも無料で鑑賞できます。事前予約不要ですので、
ピアノの演奏を聴きたい方、お気軽にお越しください。
※感染症対策の為、入場口にて連絡先をご記入いただきます。

≪お問合せ≫
〒024-0084　北上市さくら通り二丁目1番1号
TEL0197-61-3300　FAX0197-61-3301　担当課：利用サービス課

毎年恒例となりました、オープンピアノDAY。コンサート
仕様にした大ホールのステージで、グランドピアノを存分に
弾いていただけるイベントです。
今年は趣向を凝らし、スペシャルイベントを2回開催いた

します。
スペシャルイベント第1弾は～ピアノリレーコンサート～です。
ピアノは「ファツィオリ」、照明もコンサート仕様で、コン
サートの雰囲気をそのままで演奏いただけます。
また、いろいろな人にイベントに親しんでいただきたい

との思いから、客席も開放し、どなた様でも演奏を鑑賞で
きるようにいたします。
いつものオープンピアノとは違った雰囲気での演奏になり

ますが、発表の場を求めている方、度胸試しに人前で弾い
てみたい方などにはもってこいの企画となります。
スペシャルイベント第2弾は来年3月5日（土）にフリース
ペースでのイベントを計画中。
また、昨年度好評だったピアノ試弾会も、昨年より対象者
を拡げて開催する予定です。
どうぞ楽しみにお待ちください。

屋上防水工事のお知らせ

北上市2021年周年記念
宝くじふるさとワクワク劇場

9 月～来年 1月の予定で、屋上防水工事が行われます。
施工にあたり次の事項について、ご理解、ご協力の程お願いいたします。
・建物の北側通路をクレーンを使っての荷上げ作業で使用するため、
通行止めや搬入口の利用を制限する場合があります。
・ファクトリー屋上での作業のため、工事音が発生します。
施設利用に支障が生じないよう、できるだけ配慮いたします。

　　 9月の北側通路通行止は
20日（月・祝）、21日（火）を
予定しています。

新型コロナウイルス感染拡大に伴うさくらホールの営業について
岩手緊急事態宣言に伴った北上市の対応方針に準拠し、臨時休館や利用制限などの対応を取る場合があります。
なお、休館中でも電話対応をいたしますので、右側の番号へお問い合わせください。（9:00 ～ 17:00）
また、最新状況はホームページでお知らせしますので、ご確認ください。

10月30日㈯　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。
※新コロナウイルス感染症の拡大防止のため、左右一席ずつ空けて販売します。
※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）
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

10月30日㈯　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。
※新コロナウイルス感染症の拡大防止のため、左右一席ずつ空けて販売します。
※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）
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）
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チケット発売中
※窓口販売及び窓口精算は当面の間、9：00～17：00までとさせていただきます
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

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

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。

9月のテーマ 『この夏の思い出』

番組テーマへのメッセージ募集中！

桂米助桂米助

テンダラーテンダラー

レイザーラモンレイザーラモン

ハリウッドザコシショウハリウッドザコシショウ

旬の栗と生クリームの
絶妙な味わいです。
ビターなチョコと
甘いケーキが相性抜群です！

旬の栗と生クリームの
絶妙な味わいです。
ビターなチョコと
甘いケーキが相性抜群です！

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10月の利用調整会議
10月1日（金）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2022年10月の大・中・小ホール
●2021年11月の大・中ホール（時間）
●2022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）
※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

9月21日㈫・22㈬ 9:00
～17:00

17：00以降は通常営業となります。
2021年9月
保守点検日
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●Art cafe桜都

施設空き状況は
スマホで簡単検索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。

・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

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

①クラシックサロン
「おすすめの逸曲 vol.2」
時間：15:00～16:30　参加料：500円　定員：12名
※これぞと言われる作品から一世を風靡した話題の作品まで、
担当がおすすめする逸曲のCDを良質な音響でお聴きいただきます。

③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。

②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？

④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。

場所：①ミュージックルーム1
②③④トレーニングルーム

期日：①9月6日（月）
②③④9月14・28日（火）

北上市文化交流センター

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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☎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8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、状況が刻々と変わることが予想され、中止・延期となることもありますので、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。 

※9/26（日）に予定されていた第42回北上市民謡まつりは12/12（日）へ延期になりました。

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

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

9/23
（木・祝） 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 ８月の

振替公演です中ホール 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

9/25
（土）

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)岩手県聴覚障害者協会北上支部(松本) TEL 0197-66-6687

9/26
（日）

発売中 
ホール取扱

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

10/2
(土) 入場券不要

第４５回北上市立北上中学校吹奏楽部 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 北上市立北上中学校(小笠原) TEL 0197-63-3129

10/2
(土)

主催者へお問い
合わせください

北上市立飯豊中学校吹奏楽部　第２９回定期演奏会 全席
自由

入場無料
（要整理券）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 0197-68-2714

10/3
（日）

主催者へお問い
合わせください

北上市立上野中学校吹奏楽部　第３７回定期演奏会 一部
指定

入場無料
（要整理券）大ホール 開場 12:30 開演 14:00 終演 16:00 北上市立上野中学校(柿沢) TEL 0197-64-5371

10/10
（日）

主催者へお問い
合わせください

第３１回北上市民芸術祭参加　藤原めい子バレエ教室 発表会
未定 入場無料

（要整理券）
詳細は

9月中旬に決定大ホール 藤原めい子バレエ教室(千田) TEL 090-1064-4855

10/10
（日）

主催者へお問い
合わせください

きたかみ・鬼の国　「俳句フェスティバル」 全席
自由

入場無料
（要整理券） 未就学児入場不可

中ホール 開場 11:00 開演 13:00 終演 16:00 日本現代詩歌文学館 TEL 0197-65-1728

10/16
（土）

主催者へお問い
合わせください

第４４回　岩手県高等学校総合文化祭　郷土芸能発表会
一部
指定 入場無料

関係者・保護者のみ
入場可

未就学児入場不可大ホール 開場 10:00 開演 10:25 終演 17：00 岩手県立大船渡東高等学校(山蔭) TEL 0192-26-2380

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

10/20
（水）

主催者へお問い
合わせください

第３１回北上市民芸術祭参加　ゆうあい健康芸能まつり 全席
指定 500 未就学児入場不可

大ホール 開場 10:00 開演 11:00 北上市老人クラブ連合会(門脇) TEL 090-7527-6975

10/23
（土）

主催者へお問い
合わせください

第31回北上市民芸術祭参加　第57回北上地区高等学校音楽連盟　秋の演奏会 全席
指定 400

大ホール 開場 13:30 開演 14:00 専修大学北上高等学校(鴇田) TEL 0197-63-2341

10/23
（土）

24
（日）

発売中 
ホール取扱

第３１回北上市民芸術祭参加　天体望遠鏡 第16回公演「賛成の天体」

全席
自由

一般1,500
学生500

一般2,000
学生1,000

小学生無料
未就学児入場不可小ホール 天体望遠鏡(川辺) TEL 080-3149-2911

10/24
（日）

主催者へお問い
合わせください

第３１回北上市民芸術祭参加　北上合唱連盟　第２７回きらめきコンサート
ー 入場無料 出演者のみ入場可

一般入場不可大ホール 開場 ー 開演 13:30 終演 15:30 北上合唱連盟(佐藤) TEL 0197-67-5475

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

PICK UP

PICK UP

PICK UP
　　　　　　開場　　　開演　　　終演
23日　①　15:30　　16:00　　17:10

②　19:00　　19:30　　20:40
24日　①　10:30　　11:00　　12:10

②　14:30　　15:00　　16:10

午後開催予定

PICK UP

9/19（日）
森高千里

「この街」TOUR2020-22

8 月の振替公演です。
ご購入済のチケットでご覧いただけます。

9/25（土）
映画「咲

え
む」上映会

10/17（日）
島津亜矢コンサート
歌怪獣襲来ツアー2021

10/23（土）・24（日）
第31回北上市民芸術祭参加
天体望遠鏡 第16回公演

「賛成の天体」

詳細はイベントカレンダーをご覧ください

～さくらホールでチケット引換券を
　　　　　　　  お求めの方へ～
・チケットの引換を９月５日から予定

しておりましたが、臨時休館期間中
につき、公演当日の引き換えに変更
いたします。ご協力をお願いします。

・座席番号は 9/5（土）10：00 以降、
電話でのお問い合わせで確認いた
だけます。

きたかみサロン音楽会 2021

前進座公演
創作歌舞伎「牛若丸」併演「歌舞伎の楽しさ」

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

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～
出演：佐藤采香（ユーフォニアム）、清水初海（ピアノ）

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～
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）

共催　　　　　　　　　　　　　　　　　
中ホール
開場18：00　開演18：30
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
※岩手緊急事態宣言を受けて、チケット発売日を当初の9/1〜の予定から
　10/1〜に変更しました。

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）
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、さくら野北上店

　　　　　主催
　　　　　中ホール　開場 13：30　開演 14：00
　　　　　全席指定
　　　　　一般1,200 円　学生800 円
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）

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、さくら野北上店、音楽の森ヴァース（奥州）

木戸口夏海 吉田菜穂子

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。

「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。

11/3
（水・祝）

12/5
（日）

12/18
（土）

11/12
（金）

発売中

100席限定

チケット販売開始10/1（金）9：00〜

チケット販売開始10/1（金）9：00〜

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

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
9：00〜21：00

https://www.sakurahall.jp/
　　　　　　　performance/ticketyoyaku/
・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
9：00〜21：00

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　
HIROMI GO CONCERT TOUR2021 9/11（土）奥州市文化会館Ｚホール

PRISM！～フルート・クラリネット・メゾソプラノに恋する音時間～ 9/19（日）盛岡市民文化ホール

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。


