
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

6月18日（土） 14:30開場 15:00開演 小ホール
(上演時間1時間30分／休憩あり)
【チケット】全席自由　だれでも1人770円　ペア1,500円　3歳未満入場無料（要整理券）
【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、さくら野百貨店
【作・振付・演出】んまつーポス＋高橋るみ子（宮崎大学客員教授／舞踊教育）
【出演】豊福彬文　みのわそうへい　児玉孝文　仁科幸（モモンガ・コンプレックス）

その他、さくらホールや番組へのご意見、ご感想、リクエスト曲もどしどしお寄せください！
＜メッセージフォーム＞ https://www.sakurahall.jp/useful/sakurart/inquery/
＜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　※FacebookのダイレクトメッセージでもOKです！

5月の番組テーマ『宇宙旅行に持っていくもの３つ』 メッセージ募集中‼

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「マーラーを聴く」
時間：14:00 ～ 15:30　参加料：500円　定員：12名
※交響曲を中心にマーラーの作品（CD）を良質な音響で聴いていただきます。

②加奈子のアトリエ
時間：13:30 ～ 15:00　参加料：300円　定員：6名　持ち物：紙と鉛筆2B
※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？

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：6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。

③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。

みんなのサロンみんなのサロン 誰でも参加できます。
事前に予約をお願いします。

定員以内の場合は当日も受け付けます。

もちもちの生地に包まれた
アツアツPIZZAの包み揚げが誕生しました

和室きせきれい に新登場
　座敷テーブル・座敷椅子　座敷テーブル・座敷椅子
和室でもテーブルや椅子を使っての会議をしたいなぁ、という
ご意見が寄せられておりましたが、そのご要望にお応えします！

利用
無料

混雑時はお待たせする場合がございます。15分程お時間がかかります。

新発売 PIZZA包み揚げ

¥250
・トマト＆ソーセージ
・アップルカスタード

期日：①5月22日（日）　②③④5月10･24日（火）
場所：①ミュージックルーム１　②③④トレーニングルーム

んまつーポスが「いっすんぼうし」をおどったら・・・
「ぼくは　ぜったい大きくなりたいな」
「ぼくは　大きくなんかなりたくない」

「大きくなってもいいし　小さいままでも　ぼくは　へいき」
みんなバラバラでした

おはなしの　いっすんぼうしは
小さいことを　どうおもっていたのでしょう・・・

ダンスをみたら　こたえが　みつかるかもしれない

んまつーポスが「いっすんぼうし」をおどったら・・・
「ぼくは　ぜったい大きくなりたいな」
「ぼくは　大きくなんかなりたくない」

「大きくなってもいいし　小さいままでも　ぼくは　へいき」
みんなバラバラでした

おはなしの　いっすんぼうしは
小さいことを　どうおもっていたのでしょう・・・

ダンスをみたら　こたえが　みつかるかもしれない

部屋は何もない状態の貸出しで、テーブルが必要な方はご自身での
セッティング及び片付けとなります。
（セッティングと片付けはご利用時間内に行ってください。）
靴を脱いでリラックスできる和室での会議に、ぜひご活用ください。

毎週金曜日19時30分から始まるエフエム岩手のラジオ番組。
さくらホール開館以来ずーっと放送を続け、来年の１月には放送回数1000回を迎える
長寿番組です。
舞台芸術の魅力やさくらホールの取り組みはもちろん、落語家の立川志の太郎さんに
よる毎月１回のコーナーや、舞台技術職員による音響・照明講座、ジャズ好き職員の
おすすめジャズナンバーなどさくらホール職員の趣味や得意分野を活かしたバラエ
ティー豊かな情報を発信しています！
さらに毎月、番組テーマを設定し、皆さまからのメッセージを頂戴しております。

155㎝×55㎝のテーブルは二人掛けでも十
分な広さ。椅子はテーブルに合わせた高さ
で楽に座れます。

テーブル６本を並べ、椅子12脚をセットす
れば、会議室に早変わり。

＜んまつーポスって？？＞
 2006年に結成。逆さから物事を考えることで新たな価値を
創造するダンスカンパニー。だからカンパニーの名前もスポー
ツマンの逆さ読み。メインメンバーは豊福彬文、みのわそうへ
い、児玉孝文の3人。これまでに15カ国40都市で作品を上演。
国内では、金沢21世紀美術館や東京都美術館など全国のアー
ト空間で実験的に「体育」(からだを育む思想)を展示している。
これらアートによる「誰一人取り残さない世界」(SDGs)の実現
を図る活動の再現性が評価され「KIDS DESIGN AWARD」
5年連続受賞。岩手県初上陸！

＜んまつーポスって？？＞ ＜コメント＞
 んまつーポスが「いっすんぼうし」をおどったら・・・
「ぼくは　ぜったい大きくなりたいな」
「ぼくは　大きくなんかなりたくない」
「大きくなってもいいし　小さいままでも　ぼくは　へいき」
みんなバラバラでした
おはなしの　いっすんぼうしは
小さいことを　どうおもっていたのでしょう・・・
ダンスをみたら　こたえが　みつかるかもしれない

＜コメント＞

5月のテーマは「宇宙旅行にもっていくもの３つ」です。
もし宇宙旅行に行くとき、持ち物が３つまでだとしたら、何を持っていきますか？ 
みなさまのメッセージお待ちしております！

こどもから大人までだれでも楽しめる！＜みんな ARTおたがいさまライブ事業＞

小さなお子様用のフラットな
のびのび席を設けます。

授乳室、おむつ替えスペースが
すぐ近くにあります。

声を出しても、じっとしていなくても大丈夫、
自由に鑑賞いただけます。

玄関から小ホールまで段差なく
車椅子のまま移動できます。

んまつーポス

いっすんぼうし

さくらホールでの
新型コロナウイルス
感染症対策について

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）

2022年6月の利用調整会議
6月1日（水）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2023年6月の大・中・小ホール
●2022年7月の大・中ホール（時間）
●2022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）
※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

5月17日㈫ 9:00
～17:00

17：00以降は通常営業となります。
2022年5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
　・赤ちゃん休憩室　　　　　　　  　・盲導犬、介助犬、聴導犬の同伴可

さくらホールの
バリアフリー

・入館の際には、マスクをご着用ください。　　　・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。
・3密（密閉・密集・密接）回避にご協力ください。　・館内の換気は、定められた基準に従い適切に行なっております。
・不特定多数でのご利用はご遠慮願います。必ず参加者の連絡先を把握してください。

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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ル
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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。
※ 催し物は、状況の変化により中止や延期となる場合がございますので、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。
※ 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2022年4月26日現在の情報です。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
料金（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

5/7
（土） 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（チャリティーバンドライブ） 全席
自由 入場無料

小ホール 開場 14:20 開演 14:30 MAGIC CAST(高橋) TEL 090-4557-0116

5/8
（日）

発売中 
ホール取扱

ゴスペラーズ坂ツアー2022 〝まだまだいくよ〟
全席
指定 7,500

インターネット予約可
未就学児膝上鑑賞可

※車椅子でご来場のお客様は、
GIPまでご連絡ください。 大ホール 開場 16:15 開演 17:00 GIP(24時間自動音声案内)

さくらホール TEL 0570-01-9999
0197-61-3500

5/8
（日）

整理券
配布中 
ホール取扱

ウクライナの子供たちを支援するチャリティーコンサート
「母の日のコンサート」 Part18 全席

自由
入場無料

（整理券あり）
小ホール 開場 13:30 開演 14:00 「 母の日のコンサート」実行委員会(伊藤) TEL 0197-63-2331

5/21
（土）

主催者へお問い
合わせください

第9回るるるんコンサート 全席
自由

1,000
高校生以下500

小ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:30 北條由香 TEL 090-3362-0166

5/22
（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36回ミュージックカフェコンサート 全席
自由 500 700 未就学児無料

※座席使用の場合は有料大ホール 開場 13:30 開演 14:00 専修大学北上高等学校吹奏楽部 TEL 0197-63-2341

5/28
（土）

主催者へお問い
合わせください

第69回　北上地区高等学校音楽連盟「初夏の演奏会」 全席
自由 400

大ホール 開場 14:30 開演 15:00 岩手県立黒沢尻工業高等学校 TEL 0197-66-4115

5/29
（日）

主催者へお問い
合わせください

夢スター　春･秋 全席
指定

プレミアム（10列目まで）
8,000

SS席　6,800
チケットのお申し込みは

㈱夢グループまで。大ホール 開場 17:30 開演 18:00 終演 20:30 株式会社夢グループ TEL 0570-666-443

5/29
（日）

5月初旬より
整理券配布
ホール取扱予定

岩手県立黒沢尻北高等学校音楽部　第32回定期演奏会 全席
自由

入場無料
（整理券あり）

中ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 15:30 岩手県立黒沢尻北高等学校(千葉) TEL 0197-63-2181

6/4
（土） 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 ドレミの会(小原) TEL 0197-61-0208

6/5
（日）

整理券
配布中 
ホール取扱

北上フィルハーモニー管弦楽団　第21回 題名のある音楽会　～音楽の翼にのって～ 全席
自由

入場無料
（整理券あり）

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

6/11
（土）

5月中旬頃
発売

ホール取扱予定

第40回　北上声楽研究会　サロンコンサート 全席
自由 1,000 1,200 18歳以下無料

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

6/12
（日）

発売中 
ホール取扱

K
ケイスリーディーヴァ

3Diva 3th Anniversary コンサート　～ 3人よれば･･･(笑) ～ 一部
指定

1階：指定席（ディスタンス）
5,000

1階最後列：車椅子席5,000
2階：自由席4,500

インターネット予約可

未就学児入場無料 大ホール 開場 16:00 開演 17:00 木本有美事務所(及川） TEL 090-1497-1251

6/12
（日） 入場券不要

エレクトーンフェスティバル　ソロ 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 10:30 開演 11:00 終演 18:00 (株)正時堂(岩渕) TEL 0191-21-2293

6/18
（土）

発売中 
ホール取扱

みんなARTおたがいさまライブ事業　んまつーポス「いっすんぼうし」 全席
自由

だれでも１人 770
ペア　1,500

インターネット予約可

3歳未満入場無料（要整理券）小ホール 開場 14:30 開演 15:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

6/19
（日）

発売中 
ホール取扱

森高千里「この街」TOUR 2020-22
全席
指定 8,800

インターネット予約可
6/5（日）10時から公演当日まで

さくらホール窓口にて
座席指定券の引換を行います。大ホール 開場 ①14:30

②17:30 開演 ①15:00
②18:00

EDWARD LIVE
(平日11:00～13:00) TEL 022-266-7555

6/25
（土）

5月末より
整理券配布
ホール取扱予定

専修大学北上高等学校吹奏楽部　第32回ファーストコンサート 全席
自由

入場無料
（整理券あり）

大ホール 開場 13:30 開演 14:00 終演 17:00 専修大学北上高等学校(熊谷) TEL 0197-63-2341

6/26
（日）

整理券
配布中 
ホール取扱

北上合唱アカデミー　第27回定期演奏会 全席
自由

入場無料
（整理券あり） 未就学児入場不可

小ホール 開場 13:30 開演 14:00 北上合唱アカデミー(齋藤) TEL 080-8885-2607

7/10
（日）

5/15（日）9時～
販売（電話・イン
ターネット）

14時～窓口販売

ジャルジャル単独ライブ JARUJARU TOWER 2022 ～黒とベージュ～
全席
指定 5,000 5,500

インターネット予約可

未就学児入場不可大ホール 開場 15:00 開演 16:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

7/19
（火）

発売中 
ホール取扱

渡辺えり、のん、小日向文世の3名で30人の役を演じる音楽劇
オフィス３〇〇「私の恋人 beyond」岩手公演 全席

指定
S席　7,800

A席（3階）　6,800

インターネット予約可

未就学児入場不可
5/8（日）までさくらホール先行発売中

5/14（土）10時〜一般発売大ホール 開場 18:00 開演 19:00 ニイタカプラス
(平日11:00～15:00) TEL 022-380-8251

7/22
（金）

発売中 
ホール取扱

中島美嘉　MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2022 『 I 』
全席
指定

8,800
※3歳以上有料

インターネット予約可
※3歳未満のお子様は保護者1名につき

1名まで膝上鑑賞可
(但し座席が必要な場合は有料)大ホール 開場 17:45 開演 18:30 クールマイン(平日11:00～19:00)

さくらホール TEL 022-796-8700
0197-61-3500

7/23
（土）

5/7（土）9時～
販売（電話・イン
ターネット）

14時～窓口販売

ファツィオリで聴くJAZZ　山中千尋ジャズ・ピアノ・トリオライブ
全席
指定

4,500
ペア4,000（1枚につき）

高校生以下2,000

インターネット予約可

未就学児入場不可中ホール 開場 15:30 開演 16:00 さくらホール TEL 0197-61-3500

PICK UP
詳細はイベントカレンダーをご覧ください

5/8（日）
ウクライナの子供たちを支援する
チャリティーコンサート

「母の日のコンサート」 Part18

5/29（日）
夢スター　春･秋

6/5（日）
北上フィルハーモニー管弦楽団　
第21回 題名のある音楽会
～音楽の翼にのって～

6/12（日）
K3Diva  3th Anniversary コンサート　
～ 3人よれば･･･(笑) ～

7/10
（日）

7/22
（金）

7/23
（土）

7/19
（火）

ジャルジャル単独ライブ
JARUJARU TOWER 2022 ～黒とベージュ～

中島美嘉
MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2022『Ｉ』

ファツィオリで聴くJAZZ
山中千尋ジャズ・ピアノ・トリオライブ

渡辺えり、のん、小日向文世の3名で30人の役を演じる音楽劇
オフィス３〇〇「私の恋人 beyond」岩手公演

主催　
大ホール　開場15:00　開演16:00
全席指定　前売5,000円　当日5,500円
※未就学児入場不可
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

さくら野百貨店北上店
主催：一般財団法人北上市文化創造　共催：IBC岩手放送

共催
大ホール　開場 18:00　開演 19:00
全席指定　S席7,800円　A席（3階）6,800円
※未就学児入場不可
※車椅子スペース（S席）をご希望の場合は、事前にニイタカプラスへお問合せください。
出演：渡辺えり、のん、小日向文世╱松井夢、坂梨磨弥、関根麻帆、山田美波

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
ニイタカプラスチケットhttps://niitaka-plus.tstar.jp/
チケットぴあ（Pコード：511-855）セブンイレブン店内マルチコピー機でも直接購入可
ローソンチケット（Lコード：21671）ローソン、ミニストップ店内Loppiでも直接購入可
イープラス ファミリーマート店舗でも直接購入可

問い合わせ先：ニイタカプラス　TEL 022-380-8251（平日11:00～15:00）
主催：ニイタカプラス　共催：一般財団法人北上市文化創造、IBC岩手放送

5月15日（日）9:00～電話・オンラインチケット販売　14:00～窓口販売

5月8日（日）23:59までさくらホール先行発売中

5月14日（土）10:00～　一般発売

共催
大ホール　開場 17:45　開演 18:30
全席指定　8,800円
※3歳以上有料、3歳未満のお子様は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可
　（但し座席が必要な場合は有料）

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
ローソンチケットhttps://l-tike.com （Lコード：21696）
チケットぴあhttps://pia.jp （Pコード：216-051）
イープラスhttps://eplus.jp
※さくらホール先行期間は上記さくらホールプレイガイドのみ

問い合わせ先：クールマイン TEL 022-796-8700(平日11:00～19:00)　https://coolmine.net
主催：ジェイロック　名義主催：IBC岩手放送　共催：一般財団法人北上市文化創造
企画・制作：ジェイロック/アワーソングス/ケイダッシュ　協力：ソニー・ミュージックレーベルズ

主催
中ホール　開場15:30　開演16:00
全席指定　一般4,500円　ペア4,000円（1枚につき）　高校生以下2,000円
※未就学児入場不可
出演：山中千尋（ピアノ）　桃井裕範（ドラム）　山本裕之（ベース）
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、さくら野百貨店北上店

さくらホール先行発売中

5月1日（日）10:00～　一般発売

5月7日（土）9:00～電話・オンラインチケット販売　14:00～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、原則として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（指定公演のみ）
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（指定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　
仲道郁代ピアノ・リサイタル～わたしのピアノ物語～ 5/8(土）花巻市文化会館
La-Rana♪みゅ～じっくコンサート 5/29(日）奥州市文化会館Zホール
坂本冬美コンサート2022 7/14(木）岩手県民会館
宝くじおしゃべり音楽会～想い出のスクリーンミュージック～ 7/24(日）釜石市民ホールTETTO

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。


