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期　日 時　間 催　し 場　所 入場料

９月24日(日) 10：30～15：30 第39回北上市民謡まつり／北上市民謡舞踊連絡協議会 さくらホール(中ホール) 一般1,000円
中学生以下無料

10月１日(日） 13：30～ 第31回(一社)岩手県ピアノ音楽協会北上支部ピアノコンサート
さくらホール(大ホール)

500円

10月７日(土） 15：00～ 第53回「秋の演奏会」／北上地区高等学校音楽連盟 前売り400円
当　日500円

10月８日(日) 13：30～16：30 第31回吟詠発表会／北上吟詠会 日本現代詩歌文学館 無　料
10月９日(月・祝） 13：30～16：00 第51回北上市内音楽教室合同発表会／北上市内音楽教室連合会 さくらホール(大ホール) 500円

10月14日(土） 10：00～16：00 北上市民俳句大会／江釣子俳句会・北炎会・和賀町俳句会 生涯学習センター第１
学習室

投句料1,000円
参加料1,500円(昼

食代含む)

10月22日(日） 13：30～ 第24回きらめきコンサート／北上合唱連盟
さくらホール(大ホール)

500円
高校生以下無料

10月26日(木） 11：00～ ゆうあい健康芸能まつり／北上市老人クラブ連合会 会費500円

10月28日(土）
13：30～15：30 第21回奇術の祭典／北上アマチュア・マジック・クラブ さくらホール(中ホール) 無　料

14：00～18：00 デザインフォーラム2017in北上／きたかみDESIGNネット
ワーク さくらホール(小ホール) 無　料

11月３日(金・祝)

表　　彰10：00～12：00
合評会13：00～17：00 文芸部門　詩のつどい　表彰・合評会／北上詩の会 日本現代詩歌文学館 応募料一般1,000円

児童・生徒　無料
13：30～16：30
18：00～21：00 第52回専修大学北上高等学校吹奏楽部定期演奏会 さくらホール(大ホール) 前売り600円

当　日800円
11月４日(土) 10：00～ 岳風会吟詠発表会／吟詠発表会実行委員会 日本現代詩歌文学館 無　料

11月５日(日)
14：00～16：00 第23回定期演奏会／北上フィルハーモニー管弦楽団 さくらホール(大ホール)

前売り800円
当日1,000円

高校生以下無料
18：30～21：00 秋の芸術祭ダンスパーティー／北上ダンススポーツクラブ さくらホール(小ホール) 会費1,000円

11月７日(火) 9：00～15：30 第27回北上市小学校音楽会／同実行委員会
さくらホール(大ホール)

無　料

11月８日(水) 9：00～13：00 第16回和賀地区中学校総合文化祭ステージ発表会／和賀地区
中学校文化連盟 無　料

11月12日(日)

10：00～15：00 北上市民短歌の集い／北上短歌協会 日本現代詩歌文学館 資料代500円
(高校生200円)

10：00～16：00 北上市民川柳文芸祭／川柳北上の会 黒沢尻西地区交流センター 1,000円
(賞、昼食代含む)

13：30～ 第38回三曲演奏会／北上三曲協会 さくらホール(中ホール) 無　料

14：00～ 北上ウィンドアンサンブル定期演奏会
さくらホール(大ホール)

前売り500円
当　日700円

11月17日(金) 10：30 ～ 11：30 夢のキラキラ音楽会／専修大学北上福祉教育専門学校 無　料

11月19日(日）

10：00～ 第44回謡と仕舞の会／北上能楽連合会 さくらホール(中ホール) 無　料

14：00～16：00 北上声楽研究会　　第38回定期演奏会 さくらホール(大ホール)
大人1,200円(当日
1,500円)、高校生
800円(当日1,000
円)、中学生以下無料

18：30～21：00 『ダンスの夕べ』／北上市民ダンススポーツ同好会 さくらホール(小ホール) 会費1,000円

11月26日(日） 10：30～ 第35回北上民舞踊協会芸能発表会 さくらホール(大ホール) 前売り1,200円
当　日1,500円

12月２日(土) 11：00～12：00 きたかみ童謡の会ミニミニコンサート さくらホール(小ホール) 無　料

12月３日(日) 10：00～15：00 第40回茶会／北上市茶道協会 諏訪神社参集殿
茶券代(茶席２席

分）前売り　800円
当日　　1,000円

12月10日(日)
11：00～ 第20回北上民謡保存会発表会 さくらホール(中ホール) 1,000円

高校生以下無料
14：00～ 北芸の会公演 日本現代詩歌文学館 700円

14：00～16：00 北上ミューズコーラス隊合唱コンサート さくらホール(小ホール) 無　料

12月17日(日) 14：00～16：00 北上吹奏楽団　第42回定期演奏会 さくらホール(大ホール) 前売り600円
当　日800円

12月23日(土・祝)
・24日(日)

23日19：00～
24日14：00～ 劇団ふぉんず　公演その45 日本現代詩歌文学館 前売り500円

当　日600円

１月28日(日) 14：00～16：00 吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ　第19回定期演奏会 さくらホール(大ホール) 前売り400円
当　日500円

２月12日(月・祝) 14：00～16：00 第19回定期公演・ミュージカル｢セロ弾きのゴーシュ｣／北上
ミューズコーラス隊 さくらホール(中ホール)

一般700円
中学生以下500円
(当日各300円増)

２月18日(日) 10：00～ 北上市民短歌研修会／北上短歌協会 日本現代詩歌文学館 資料代500円
（高校生200円）

第27回市民芸術祭
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市民や市内の芸術文化団体などが、日ごろの活動の成果を発表します。ぜひご覧ください。

問い合わせ
生涯学習文化課
☎72-8304

北上地区会場 (展示など )
期　日 時　間 催　し 場　所 入場料

９月29日(金)
 ～10月２日(月)

10：00～18：00
２日は15：00まで

水墨画展覧会／北上水墨会

市民交流プラザ

無　料

水石展示／北上愛石同好会
10月７日(土)
 ～９日(月・祝)

10：00～18：00
９日は17：00まで 北上市華道協会華道展

10月12日(木)
 ～15日(日)

10：00～18：00
15日は17：00まで

文芸展【詩、俳句、短歌、川柳作品展示】／北上詩の会、
北炎会、北上短歌協会、川柳北上吟社

10月20日(金)
 ～23日(月)

10：00～18：00
23日は17：00まで 北上市写真クラブ連合会公募展

10月27日(金)
 ～30日(月) 10：00～18：00 第27回アンデパンダン美術展／同実行委員会

10月28日(土)
 ～11月５日(日) 10：00～17：00 デザインウィーク2017in北上／きたかみDESIGNネットワーク さくらホール

(ルーフラウンジ)
11月２日(木)
 ～５日(日)

10：00～18：00
５日は17：00まで 書道展／北上書道協会

市民交流プラザ

11月26日(日)～
12月３日(日)

10：00～18：00
３日は17：00まで

野鳥展／日本野鳥の会北上支部
陶芸展／北陶会
押花展／ゆめ花倶楽部

１月12日(金)
 ～14日(日)

10：00～18：00
14日は17：00まで 新春書初展／書道研究竹水書院

２月２日(金)
 ～６日(火) 10：00～18：00 冬の美樹会美術展

第27回

江釣子地区会場
期　日 時　間 催　し 場　所 入場料

11月４日(土)
・５日(日) 9：00～16：00　

江釣子地区文化祭　菊花展・総合美術展【生け花、生活展、
農の生け花、幼児作品、小中学生作品、写真、書道、絵画、
短歌、俳句、陶芸、野焼き、水墨画、絵手紙、切り絵、面、
工芸、民芸、研究作品、福祉施設通所者作品、食堂、友愛セー
ル】／江釣子地区文化祭実行委員会

江 釣 子 地 区 交 流 セ ン
ター

無　料11月19日(日) 12：00～16：00 江釣子地区文化祭　ステージ発表会／江釣子地区文化祭実
行委員会

江 釣 子 地 区 交 流 セ ン
ター (大ホール)

11月25日(土)
・ 26日(日) 9：30～16：45 第20回北上市小学校児童作品展／北上市教育委員会 江 釣 子 地 区 交 流 セ ン

ター

１月26日(金)
  ～ 28日(日)

26日17：00～19：00
27日10：00～19：00
28日10：00～15：30

第16回和賀地区中学校総合文化祭作品展示／和賀地区中学
校文化連盟

江釣子ショッピングセ
ンター・パル

期　日 時　間 催　し 場　所 入場料
11月３日(金・祝)
　　    ～５日(日)
(菊祭りのみ11月
２日(木)～)

9：00～17：00
５日は16：00まで

和賀町文化祭　総合展【随筆、短歌、俳句、川柳、絵画、
水墨画、書道、写真、盆栽、菊花、華道、手芸、パッチワー
ク、押花、ちぎり絵、木彫面、木工、陶芸、デコ＆クラフト、
園児・小中学生作品】／和賀町文化祭実行委員会

和賀町体育館
和賀地区交流センター
同駐車場(菊花展)

無料
11月12日(日) 13：30～ 和賀町文化祭　舞台部門　第34回やまびこコンサート／

コーラスやまばと・和賀町文化祭実行委員会 野中公民館ホール

12月３日(日) 12：30～ 和賀町文化祭　舞台部門　第34回わが民舞山水会｢芸能の
祭典｣ 農村環境改善センター

和賀地区会場

北上地区会場 (舞台・集いなど )
期　日 時　間 催　し 場　所 入場料

９月３日(日)
10：00～15：00 第15回慈善茶会／北上市茶道協会 市民交流プラザ 茶券代500円

12：00～ 第33回謡と仕舞の会／北上喜桜会 さくらホール(中ホール) 無　料

９月10日(日)

9：30～ 岩手県俳人協会鍛錬会／岩手県俳人協会・北炎会 みちのく民俗村、生涯学
習センター第１学習室

参加料2,000円
(昼食代含む)

13：00～ 黒沢尻歌舞伎公演／黒沢尻歌舞伎保存会 さくらホール(中ホール)
大人2,000円(当日
2,300円)、高校・
大学生500円、中
学生以下無料

市民芸術祭日程


