
大人気のため販売延長！

クァベギ
新味登場！

韓国の揚げパン

チョコバナナ

季節のフルーツ ¥450（
税
込
）

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。

12月のテーマ 『100万円当たったら』

番組テーマへのメッセージ募集中！

　さくらホールの冬の風物詩が今年も美しく輝いています。
　特定非営利活動法人芸術工房様が「芸術イルミネーション
パーク事業」として毎年実施し、「きたかみ景観資産」として認
定されています。
　近くをお通りの際は、せひお立寄りください。

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

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付けます。

こどもとおとなのための

お絵描きワークショップ
詳しくは中面をご覧ください▶

助成：令和４年度文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

2023年１月７日（土）
小ホール
１日２回公演：午前の会／開演11:00

午後の会／開演14:30
公演時間 約40分間

2023年１月７日（土）
小ホール

おとのいろ、
ことばのかたち、

夢のおはなし

テアトロ・インプロヴィーゾ（イタリア）　　＆ 牧野詩織（岩手）

音楽×語り×ライブペインティング パフォーマンス！

ここがポイント！
〇こどもからおとなまでみんなで楽しめる奇想天外、明るい笑いのショートストーリーです。
〇音楽や語りにあわせて、美しくておもしろい影絵やライブペインティングが映し出されます。
〇小さなお子様用の平らなのびのび席を設けるのでリラックスして楽しめます。
〇授乳室、おむつ替えスペースがすぐ近くにあります。　〇３歳未満のお子様は無料です。（要整理券）

①加奈子のアトリエ
時間：13:30 ～ 15:00　参加料：400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？

②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。

期日：12月13･27日（火）　場所：トレーニングルーム

さくらパークプロジェクト実行委員会プレゼンツ

詳細は決まり次第、さくらホールのホームページでお知らせします。

新年をみんなで祝って、明るく楽しい1年を始めよう！

神 楽神 楽縁 日縁 日みかんみかん
こたつこたつ

楽器演奏楽器演奏
ゲームゲーム 羽子板羽子板

書初め書初めこ まこ ま お雑煮お雑煮 雪遊び雪遊び

神 社神 社 おみくじおみくじ かまくらかまくら

ただいま楽しいことを計画中！

新型コロナウイルス
感染症対策のため、
入館の際にはマスクの
着用にご協力ください。

冬季駐車場使用についてのお願い

年中無休  9：00～22：00
保守点検のため、使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時以降のご使用も可能です。

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21時までとなります。

施設予約に関する営業時間　9：00～21：30

大・中・小ホール‥1年前の月
アートファクトリー‥3か月前の月
※受付開始前に使用が決定している催事もありますので、事前にお問合せください。
※会議は毎月1日18：30から行います。（1月のみ4日開催）

の利用調整会議
から申込受付）

2023年1月の利用調整会議
1月4日（水）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2024年1月の大・中・小ホール（区分利用）
●2023年2月の大・中ホール（時間利用）
●2023年4月のアートファクトリー・小ホール（時間利用）
●2023年4月の大・中ホール（ステージ練習区分利用）
※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
※筆記用具をご持参ください。

1月4日（水）

　さくらホールの施設使用申込について　営業時間・保守点検日のご案内

12月20日（火）
9:00～17:00

17：00以降は通常営業となります。

2022年12月
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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

降雪により駐車スペースの減少および臨時駐車場が使用できなくなるため、イベントにご来館いた
だくすべての方が駐車できるスペースの確保が難しくなります。
できるだけ、送迎又は相乗りでご来館くださいますよう、ご協力お願いいたします。

年末年始 営業時間のお知らせ
2022年12月31日（土）～2023年1月3日（火）の営業時間は、9時～17時となります。
1月1日（日）は “冬のにぎわいフェア「さくらホールでお正月！」” を開催。 詳しくは裏表紙へ
1月4日（水）から通常営業（9時～22時）いたします。

さくらホール
芸術イルミネーションパーク

点灯中
期間：2023年1月31日まで　時間：16:30頃～22:00

広告協賛受付中
さくらホールの

メインエントランスに
申込書の封筒が
あります。

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

12月

月
刊
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く
ら
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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。
※ 当日券の販売に関しましては、各主催者へ直接お問合せください。
※ 催し物は中止や延期となったり、都合により時間、料金等が変更になったりする場合もございます。詳細は各主催者へお問合せください。
※ 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11月28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） 　お問合せ先（またはチケットのお求め先） 前　売 当　日

12/11
（日）

発売中 
ホール取扱

第32回北上市民芸術祭参加　北上吹奏楽団　第47回 定期演奏会 全席
自由 600 800 小学生以下無料

大ホール 開場 13:00 開演 14:00 北上吹奏楽団(佐藤岳洋) TEL 090-3757-3594

12/11
（日）

整理券
配布中 
ホール取扱

第32回北上市民芸術祭参加　震災復興支援　第23回 北上民謡保存会発表会 全席
自由

入場無料
（整理券あり）

中ホール 開場 10:00 開演 11:00 終演 15:00 北上民謡保存会(事務局 瀬辺) TEL 0197-67-4224

12/18
（日）

発売中 
ホール取扱

いわてフィルハーモニー・オーケストラ 10th Anniversary Concert 2022
with 郡山交響楽団 全席

自由
3,000

学生1,500
 インターネット予約可

未就学児入場不可
大ホール 開場 14:30 開演 15:00 終演 16:30 特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター TEL 019-656-8145

12/22
（木）

主催者へ
お問合せください

夢グループコンサート〝ふたりのビッグショー”　細川たかし　長山洋子
全席
指定

プレミアム（10列目まで）
8,000

SS席　6,800
チケットのお申込みは㈱夢グループまで。

※送料550円(税込・全国一律)を頂きます。大ホール 開場 12:30 開演 13:00 株式会社夢グループ TEL 0570-666-443
(8:00〜18:00)

12/25
（日）

入場券
不要

北上市立黒沢尻北小学校音楽部　2022　第21回定期演奏会　RAINBOW CONCERT 全席
自由 入場無料

大ホール 開場 13:15 開演 14:00 終演 16:00 北上市立黒沢尻北小学校(佐藤) TEL 0197-65-3313

12/27
（火）

主催者へ
お問合せください

第32回北上市民芸術祭参加
専修大学北上高等学校吹奏楽部　第57回定期演奏会 全席

自由 700 900 前売・当日券ともにペンライト1本付き

大ホール 開場 15:30 開演 16:00 専修大学北上高等学校 TEL 0197-63-2341

1/7
（土）

主催者へ
お問合せください

令和5年　北上市消防出初式
ー ー 関係者のみの入場となります。

大ホール 開場 9:00 開演 10:00 北上市危機管理課 TEL 0197-72-8305

1/7
（土）

発売中 
ホール取扱

アーティスト・イン・レジデンスによる作品創造事業
おとのいろ、ことばのかたち、夢のおはなし 全席

自由
1,500

こども（4歳～高校生）700
おとな＋こどもペア 2,000

 インターネット予約可
３歳以下無料（要整理券）

小ホール 午前の会 開演　11:00
午後の会 開演　14:30 さくらホール TEL 0197-61-3500

1/8
（日）

主催者へ
お問合せください

令和4年度 北上市「20歳のつどい」 全席
指定

入場無料
（事前予約申込あり）

対象者：当該年度に20歳を迎える方
（平成14年4月2日から平成15年4月1日

生まれの方）大ホール 受付 11:45 開演 13:00 北上市まちづくり課 生涯学習文化課 TEL 0197-72-8303

1/9
（月・祝）

入場券
不要

第32回北上市民芸術祭参加　小さな小さな 子ども音楽会 全席
自由 入場無料

中ホール 開場 13:00 開演 13:30 北上マンドリンアンサンブル(菊池) TEL 090-6454-3210

1/14
（土）

発売中 
ホール取扱

福田こうへい コンサートツアー2023　新春歌い初め
全席
指定

S席（1・2階席） 7,000
A席（3階席） 5,000

 インターネット予約可
未就学児入場不可

車椅子席をご希望の方は（株）ノアまで
ご連絡ください。

大ホール 開場 ①10:30
②15:00 開演 ①11:30

②16:00 (株)ノア TEL 0120-20-0153
(平日10:00〜17:00)

1/15
（日）

入園券
不要

ｆｏｌｋの森 vol.7 復興・難病支援チャリティーlｉｖｅ 全席
自由 入園無料

小ホール 開園 12:30 開演 13:00 folkの森緑化推進協議会(髙橋) TEL 090-6254-1300

1/22
（日）

発売中 
ホール取扱

鬼よ燃えろ！冬の みちのく 芸能まつり Part13

同時開催　鬼すむ街の物産展　北上市内・外の物産品をご紹介します！

S 席
2,500

小中学生 1,500
未就学児童 500

2,900
小中学生 1,900
未就学児童 500　  インターネット予約可

全席指定

S席：１階15列まで
A席：１階16列より後列、2階全席

B席：３階全席

A席
2,000

小中学生 1,000
未就学児童 500　 

2,400
小中学生 1,400
未就学児童 500　 

大ホール 開場 10:00 開演 10:30 終演 16:45 北上市民俗芸能協会 TEL 0197-72-7861
(平日13:00〜17:00) B 席

1,500
小中学生 500

未就学児童 500　 

1,900
小中学生 900

未就学児童 500

1/29
（日）

発売中 
ホール取扱

第32回北上市民芸術祭参加
吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ　第24回定期演奏会 全席

自由 400 500 小学生以下無料

大ホール 開場 13:00 開演 14:00 吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ(神山) TEL 090-3643-3571

2/4
（土）

主催者へ
お問合せください

清塚信也　47都道府県ツアー2022-2023
全席
指定 完売しました

座席番号は抽選のうえ、決定します。
座席番号通知・チケット引換は
公演２週間前からとなります。大ホール 開場 12:30 開演 13:30 キョードー東北 TEL

022-217-7788
(平日13:00〜16:00、
土曜日10:00〜12:00)

3/4
（土）

発売中 
ホール取扱

清水ミチコ リサイタル　～カニカマの夕べ～
全席
指定 6,500

 インターネット予約可
未就学児入場不可

車椅子席をご希望の方はキョードー東北
までご連絡ください。

大ホール 開場 15:00 開演 16:00 キョードー東北 TEL 022-222-4997
(平日9:30〜17:00)

3/24
（金）

発売中 
ホール取扱

三山ひろし 15周年記念コンサート2023   歌う門には夢来たる！
全席
指定

SS席 6,500
A席 5,000

SS席 7,000
A席 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 12:30 開演 13:30 終演 15:35 世界芸能㈱ TEL 022-222-4997

(平日9:30〜17:00)

Happy New Year 2023

PICK UP
詳細はイベントカレンダーをご覧ください

12/18（日）
いわてフィルハーモニー・オーケストラ 
10th Anniversary Concert 2022 
with 郡山交響楽団

12/27（火）
第32回北上市民芸術祭参加　
専修大学北上高等学校吹奏楽部　
第57回定期演奏会

2023/1/14（土）
福田こうへい コンサートツアー2023　
新春歌い初め

 さくらホール先行発売のお知らせ
12/1(木)〜12/14(水)

窓口販売・電話、オンライン予約
2023/3/4（土）
清水ミチコ リサイタル ～カニカマの夕べ～
開場15:00　開演16:00
全席指定　6,500円（税込）
※未就学児入場不可
※予定枚数になり次第終了

2023/1/22（日）
鬼よ燃えろ！
冬の  みちのく  芸能まつり Part13

（材料費）

鬼の館（北上市HP）

第45回 北上市民劇場

おとのいろ、ことばのかたち、夢のおはなし
ダリオさんと「鬼の館」で遊ぼう！
～お絵描きワークショップ～

主催
出演　フルート・語り：牧野詩織
　　　ライブペインティング・影絵：ダリオ・モレッティ
　　　ピアノ・パーカッション：並河咲耶
小ホール　午前の会 / 開演11:00　午後の会 / 開演14:30　
全席自由　おとな1,500円　こども700円（４歳～高校生）　
　　　　　おとな+こどもペア2,000円、３歳以下無料（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
協力　釜石市民ホールTETTO、秩父宮記念市民会館

主催
会場　：鬼の館（北上市和賀町岩崎１６地割１３１）
１回目：13:00 ～ 14:00　４歳～６歳（未就学児）
２回目：15:00 ～ 16:00　１年生～ 4年生
参加料：未就学児 500円

小学生① 500円（北上市、奥州市、金ヶ崎町、
　　　　　　　　　　　西和賀町在住の方）
小学生② 670円（上記外の地域在住の方、
　　　　　　　　　　　「鬼の館」観覧料込）

　　　　　※「鬼の館」観覧料の規定によります

　人の繋がりの機会を作り、思いを共有する場を作りたいと活動してき
た北上市民劇場。今年3月の第44回の舞台公演「アイム・ヒア」ではジョ
ブカフェさくらさん、多機能型事業所itoさんにご協力・ご参加をいただき
3つの作品を上演しました。
　さて、第45回の立ち上げ１回目イベントとして、11月20日（日）に北上
市保護司会さんのご協力のもと、インタビュー型のワークショップを開催
しました。
「保護司」とは、犯罪や非行をおこなってしまった人の更生や社会復帰をサポートするために非常勤の国家公務員として活
動している更生保護ボランティア。こう聞くとちょっと固い、なんだか難しい話になりそうですが、みなさん「肩書ではなく、
あくまで一人のヒトとヒトとして相手に向き合うこと」を大事にしていて、とっても温かい気持ちになるエピソードをたくさん
伺うことができました。
　この取材でお聞きしたお話の種がどのように花開くのか、今後の活動にご期待ください。また、市民劇場に参加したい
方、テーマに興味がある方はぜひご参加・お問合せください。

■稽古日程
2023年
 1/22(日) 13:00 ～ 16:00 顔合わせ、読み合わせ
 2/18(土) 13:00 ～ 16:00 稽古①　トレーニングルーム
 2/26(日) 13:00 ～ 16:00 稽古②　多目的室
 3/5(日) 13:00 ～ 16:00 稽古③　大アトリエ
 3/7(火) 19:00 ～ 21:00 稽古④　大アトリエ
 3/10(金) 19:00 ～ 21:00 稽古⑤　大アトリエ
 3/11(土) 13:00 ～ 18:00 稽古⑥　大アトリエ
 3/12(日) 10:00 ～ 18:00 本　番　大アトリエ

■ミニ発表会「ワーク・イン・プログレス」
3/12(日)PM　大アトリエ 入場無料

参加申し込み・お問合せ
北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし
http://www.teleblo.jp/shimingeki/
□メール　 yappeshi@gmail.com
□電  話 　090-2278-4244（事務局）

講師：村田青葉（劇作家／演出家／俳優／演劇ユニットせのび主宰）
稽古および発表会場：北上市文化交流センター　さくらホール

　こどもとおとなのための、音楽×語り×ライブペインティングのパ
フォーマンス！イタリアの児童劇団テアトロ・インプロヴィーゾの新作が
やってくる！今回は、岩手県内を拠点とし活動するフルート奏者、牧野
詩織をパフォーマーとして迎え、さらに奇想天外、コミカルなショートス
トーリーと抽象的で美しいイメージが混じり合う、独特の世界へと観客
を誘います。
　岩手県北上市、釜石市、埼玉県秩父
市で行った、五感をフル活用した滞在リ
サーチとこどもたちとのワークショップか
らインスピレーションを受けて生まれた
新作『おとのいろ、ことばのかたち、夢
のおはなし』どうぞお楽しみください。

〇お絵描きが好き 〇音楽が好き 〇オシャレなパフォーマンスが好き
〇イタリアが好き 〇空想するのが好き 〇こどもや孫とお出かけしたい

アーティスト・イン・レジデンスによる作品創造事業1/7
（土）

2023

1/5
（木）

2023

発売中
申込受付中

あなたにオススメ！

第45回北上市民劇場が始まりました

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


