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はじまりました。さいき城山桜ホールのある暮らし。

室
支援
育ち
子育て・子

〈利用者の声〉
佐藤麻里さん・

食育活動、
子育て・子育ち支援、
市民協働スペースも備えた複合文化交流施設 さいき城山桜ホール。

悠太くん

佐伯の新たな魅力を発信する拠点として令和２年10月31日に開館の日を迎え、コンサートに、セミナー

ほぼ毎日のように
来ています。遊 具

に、打ち合わせに…。毎日多くの方が訪れ、館内も街も賑わいはじめました。
そこで今回は、さいき城山桜ホールを訪れた方や近隣の方に
インタビューをさせていただき、その声をお届けします。

や本がどんどん充

アートプラザ

実してきているので来るたびに楽しさが増え

〈利用者の声〉

てきます。

佐伯市オレンジウォーク…前田修二さん
2016年より認知症の人や家族、支援者、一般の人がリレーをしながら、一つ
のタスキをつなぎゴールを目指す「RUN伴」というイベントを開催してい
ます。今年は新型コロナのためイベントが中止となってしまい、映画の上
映のみとなりました。通常は80 0人も入るホールでは開催しないのです

〈利用者の声〉専心池坊…黒木和宝さん
本匠中学 校の生徒の生け花を展示させてもらいました。桜
ホールは22時30分まで開いているので夕食後にご家族でご
らんいただく…ということもできますね。
このような気軽に発表できる場を提 供していただけること
で、さらにお稽古に身が入ると思います。

が、ソーシャルディスタンスをしっかり確保するために今回は大ホールを
利用しました。

山田萌恵さん・梛人くん

大ホー
ル

その

他

楽器がどれも新品で嬉しい。スタジ
オは土足禁止なので次は室内履きを準備してきます。
スタジオ内でガンガンドラムを叩いてもほとんど音が漏れない。どんな
防音設計をしているんだろう。
ドラムの練習をしていた木本さん
使ってみて思ったのは変な臭いがしないということ。だいたいどこ
もスタジオって臭いが気になることが多いのですが、ここは施設が
新しいうえに換気しながら防音するということを実現している数
少ないスタジオだと思います。反響のことも考えられているよう
で、金属やベルなどを使ったときにいやな反響音がなく、迫力のあ
る音を残しつつ全ての音がはっきり聞こえます。そのうえ学生さん
でも気軽に利用できそうな料金設定。いろんなスタジオを使って
きましたが、このスタジオが大分でいちばんだと思います。

〈利用者の声〉
Saikiキッズコーラス…木村八重子さん
例年は年間20回ほどイベントをしてい
ましたが、コロナ禍ということもあり
今年初めての発表会です。総勢33名、
思いっきり歌って踊ることができました。壁の一面が鏡に
なっているのでダンスの練習にはもってこいです。料金も安
めに設 定されているのでこれからも利用していきたいと
思っています。

参加者…多田愛さん・

に遊べる施設が身近にできてうれし
いです。お昼頃まで居るのが日課にな

出産で 佐伯に帰省
しています。短期間
でも気軽に利用で

細部まで大切に作られたホールだと
思います。
「 ここからこのまちを大切
に作っていこう」という意識の波及に
繋がるといいな。

きる遊 び 場が あっ
て助かっています。

どの角度も道路に面していて入りや
すい。ガラス張りで 外から見えると
いう の もオープ ンな 雰 囲 気 で い い
と思う。

〈利用者の声〉
卜部愛奏さん・菅愛梨菜さん
今まではファストフード店などで

学生さんがこんなに利用していると
は思わなかった。今までどこにいたん
だろう。勉強する場所を探しいていた
んだろうな。

勉強していましたが何か買わな

もとれる場所ができて勉強も進

使い方は様々です。

内部の構造がよく見える。鉄骨マニア
にはたまらない造りになっています。
あちこちの寸法を測量したい…。

みます。休 みの日は 満 席になる

あなたに合った日常使いの方法を

ければ…と気にしながら利用し
ていました。落ち着いて軽く食事

ことも多い ので、今日は 早 めに
来ました。

さいき城山桜ホールの

見つけに来ませんか？

利用申請するときの書類の多さが少
し気になります。もう少しペーパーレ
スになると気軽に使いやすいかな。

ま

ス

小ホ
ール

学んでいます。リーズナブルな価格
と1人で 練習するには丁度いい広さ
です。
（スタジオ202）

この施設を知りました。安心して一緒

りました。

〈利用者の声〉シンプルで洗練されて
いて機能的です。デザインにこだわり
を感じます。建物自体が一つの作品だ
と思います。

オ
タジ〈利用者の声〉趣味でクラリネットを

プレイベントの手形アートに参加して

声
ちの

オープン以来、人の流れは
確 実 に変わってきていま

建設開始直後から「あそこ

す。まだオープンしてひと

は何を作っているの？」と

月ですが、学生さんやお子

聞かれ続けて３年間。情報

さん連 れの方 をよく見か

帆乃夏さん・衣織さん

を発信しても、伝えること

子どもたちの自信にあふれたダ

の 難しさを痛 感した３年

ンスや一生懸命な姿を見てとて

間でした。オープンしても、

も成長を感じました。入ったば

館 内で W i - Fiが 使 えるこ

かりの 頃 と 比 べ て たくましく

と、受付で機械を通せば駐車場が4時間半ほど

な ったと 感 動 して い ま す 。桜

無料で使えることなどまだまだ伝えきれていな

ホールに来たのは初めてです。

い情報がたくさんあると思います。桜ホールを

撮影スポットがあると聞いたの

中心とした街を、日常的にさまざまな人が交流

で、この後たくさん記念写真を

する「にぎわい」の空間とするために大手前商

撮って帰りたいと思います。

店街も通称「城山さくらタウン」として進化して
いきたいと思っています。

スマイルキッズ
大倉さん

けます。夜遅くまで勉強し
ているな…と感心していま

宮明薬局
宮明さん

す。コロナ禍でのオープンとなってしまいました
が「この時期にに安心して立ち寄れる場所がで
きた」とプラスにとらえ、いろんな方に訪れてい
ただければと思います。私たち市民レベルで情
報を発信していくことで、桜ホールと共に進化し
ていく街の姿や、新しい使いかたの提案ができ
ればと考えています。

運営サポートグループ、緊張と期待の１日。

縁の下の力持ち！企画サポートグループ

10月31日、華 やかな開館行事の裏で 忙しく走り回っていた人たちがいました。
「 サポーター」と呼
ばれるボランティアスタッフです。９月から研修を受け、晴れてこの日におもてなしのプロ「レセプショ
ニスト」としてデビューをしました。そんなサポーターの緊張と期待にあふれる１日を追ってみました。
合
12：30 集

桜ホールで開催する行事を企画したり、館内のディスプレイをしたりとあまり表には出ないけど重
要な役割を担う企画サポートグループ。
「 ツキイチ映画」の企画についてのミーティングや、クリスマス
ディスプレイに奮闘する様子をお伝えします。
ティング
画企画ミー
ツキイチ映

やや堅い表情で集合。
念入りな打ち合わせを
しても、
何度練習しても、
緊張は消えません…。

入場
無料

第１弾は佐伯がロケ地となった
「釣りバカ日誌 19」に決定！
グループに分かれて、
意見を出し合
います。
それぞれの好みや個性が出
てきてユニークな意見も出てきます。

場５分前
12：55 開
あと５分でチケットもぎりスタート。
練習してきた口上を披露！
スムーズにできて安心の表情。

イ
ディスプレ
クリスマス
了式
16：00 修

場
13：00 開

演
14：10 終

いつするか、誰をターゲットにするの
か、
予算や会場との兼ね合い…など考
えることはたくさん。
みんなで意見を出
しながら少しずつ決まっていきます。
ツ
キイチ映画、
ご期待ください！

クリスマスムードを彩るさまざま
な装飾は企画サポーターがコツ
コツ作ったもの。
時間をかけてひ
とつずつ丁寧に作りました。
訪れ
た人が笑顔になれるような桜
ホールをみんなで目指します。

⒞ 2008 shochiku Co., Ltd All Rights reserved.

1回目 10：00〜
1月17日㈰ ２回目
14：00〜

さいき城山桜ホールサポーターについて
開場と共にチケットもぎりスタート。
新型コロナウイルス対策のために、
今回はお客様自身にもぎりを
お願いしました。

講演などのサポートやイベントの企画、
運営、
エントランスの装飾など、
さいき城山桜ホールを拠点とし
た、
まちのにぎわい創出のために元気に活動してくれるサポーターがいます。
高校生以上を対象に、
現在
登録者は125人です。
サポーターに関するお問い合わせは事務局
（0972-24-2228）
まで。

入場には整理券が必要です。
12月20日9時から
桜ホール窓口にて配布します。
各回250枚。

桜ホールには、けん玉・ジャグリングボール・ディアボロなど、大道芸
の道具が備わっています。そこで、１月〜３月の大道芸アカデミーで
は、それぞれの道具の使い方や技を学べるワークショップを開催し
ます。もちろん各回ともプロのパフォーマンスショーも行われるの
で観覧だけでも楽しめますよ。
終演の時間になると、
お客様を
お見送り。
コンサートの余韻を
ずっと楽しんでいただけるように、
そして次もまたご来館いただける
ように、
笑顔で！

１月

撤収も終え、
16時からは修了式。
緊張と期待の１日が終わります。
それぞれ修了証書を受け取って、
満面の笑顔での記念撮影！
今日の反省を活かして、
次はもっと素敵な笑顔でお出迎えします。

２月

３月

演５分前
13：25 開
演
13：30 開
照明が暗くなって、
いよいよコンサートスタート！
サポーターは壁を背にして
立ち、
開演中ずっとお客様を
見守ります。

ひとつめのブザーは開演５分前の
合図。
埋まってきた客席を見て、
更に緊張。
駆け込んでくるお客様を
誘導したり、
サポートをします。
けん玉全国大会10度優勝の実力派、
現世界記録保持者 しげきひろし

けん玉ワークショップ＆
パフォーマンスショー

■１月24日（日）
ワークショップ 12:30〜
ショータイム 14:00〜14:30
■ワークショップ定員 20人
■希望者はけん玉検定に
参加できます。認定証あり。

スポーツスタッキング 世界チャンピオン
ＳＥＯＰＰＩ セオッピ

ジャグリング・スポーツスタッキング
ワークショップ＆パフォーマンスショー
■2月28日（日）
ワークショップ 10:30〜
ショータイム 13:00〜13:30
■ワークショップ定員 20人

今注目度若手No.1 パフォーマンスユニット
Ｉｄｉｏ２ イディオッツ

ジャグリングワークショップ＆
パフォーマンスショー

■3月28日（日）
時間・会場 調整中
※詳細 は ホームページを
チェックしてください。
■ワークショップ定員 10人

ワークショップ申込方法：さいき城山桜ホールに電話0972-24-2228又はEメールに希望のワークショップ名、参加者氏名、ふりがな、年齢、
住所、電話番号を明記の上、saikidaidogei2020@gmail.com宛に送信してください。申込みは先着順とします。小学生以上。参加無料。

「至高なる伝統話芸」
の連続企画を満喫あれ！

★キッチンコートで開催
申し込み方法

なんと、令和3年2月の7日・13日と２週に渡って、佐伯の地で、神田
伯山・柳家権太楼両師匠の至高なる話芸と出会えることとなりました。
伯山師匠は令和2年2月に名人の誉れ高かった先代伯山の名跡を襲名
し、日本で一番チケットの取れない講談師と呼ばれている新進気鋭。

① メール

③ さいきブランドfacebookページに個別メッセージ

１
月 18

柳家権太楼師匠はご存じ東京落語界の重鎮。次期人間国宝と囁か
れ、爆笑あり、ホロリ涙の人情味ありと、その魅力あふれる芸風はまさに

★10:00
〜12:00

名人。
物語を読み上げる形式の講談。登場人物の会話で進行していく落語。異

１
月 25

なった分野ではあっても、ふたつの話芸を味わうには、息遣い・細やかな表
情・絶妙なる間を、間近に味わえる生の高座に勝るものはございません。

★10:00
〜12:00

友人の寄席マニアを「お二人の芸が、２週連続で、佐伯に…う、うらましぃ」と
絶句させた両独演会。お誘いあわせの上、お早目のチケット確保をおすすめする
今日この頃です。

県南落語組合

2

幹事長

2
月

宮明 邦夫

７ 神田伯山 独演会

2
月

講談界の風雲児・六代目 神田伯山。
今、最もチケットが取れない講談師が
さいき城山桜ホールに登場。

2

1

★10:00
〜12:00

講談師 六代目

8

★10:00
〜12:00

2
月 15

柳家権太楼 独演会

13 ウィズ 県南落語組合

shoku@city.saiki.lg.jp

② 佐伯市役所ブランド推進課まで電話
TEL：２２４６７３

講談とは、軍記物や政談などのドラマチックな物語を、張り扇でリズム
をとりながら独特な語り口で読み上げる寄席の話芸であります。

お早めにお申し込みください。

お申し込み受付は先着順とし、定員になり次第、締め切ります。

★10:00
〜12:00

おうちでも作ることができるようにお伝えします♪

★10:30
〜12:00

3
月

講師：河野由美
材料費：1,000円

対象：一般

定員：８名

★10:00
〜12:00

おうちで食べる１ヶ月分のみそを仕込みにきませんか？

★手軽に気軽にみそを作ろう
講師：大鶴敬子
材料費：1,000円

対象：一般

定員：８名

デモンストレーションを見て様々な使い方を
学びませんか？おいしい試食付き♪

★かんたんおいしいIHクッキング

講師：九州電力佐伯営業所ホームアドバイザー
材料費：無料 定員：８名

あなたもイカした腕前になろう♪

★イカをさばいてみよう

講師：久野由香(お魚ごはんサークル)
材料費：1,000円 対象：一般 定員：8名

日々の生活に旬の野草を取り入れてみませんか♪

★おいしい野草料理を味わおう

講師：海野千恵子（地域おこし協力隊）
材料費：1,000円 対象：一般 定員：12名

3
月

★食べるハーブティーを作ろう

講師：河野昭代（Café りばてぃ）
材料費：700円（ハーブティーとスイーツ付）
対象：一般 定員：８名

オムレツのコツを学んで映えるオムライスを作ろう♪

1

★ミルクパンを作ろう

爆笑の中に、思わずホロリとくる
人情味あふれる権太楼師匠の世界を、
どうぞ思う存分にお楽しみください。

★プロから学ぶ
「ふわとろオムレツオムライスを作ろう」
講師：河野辰也氏（ムッシュカワノ）
材料費：1,000円 対象：一般 定員：８名

デモンストレーションを見て様々な使い方を
学びませんか？おいしい試食付き♪

8

★10:00
〜12:00

★かんたんおいしいIHクッキング

講師：九州電力佐伯営業所ホームアドバイザー
材料費：無料 定員：８名

家呑みが最高になる魚のおつまみ講座

3
水 10

★魚でおつまみを作ろう

★18:00
〜19:30

講師：久野由香(お魚ごはんサークル)
材料費：1,000円 対象：一般 定員：８名

圧力鍋・土鍋・炊飯器で炊き比べた玄米ごはんと
お味噌汁・お惣菜付きの食べて学べる講座

3
月 15
★10:00
〜12:00

★自分好みの玄米ごはんを見つけよう
講師：三浦真実（食育推進支援員）
材料費：1,500円 対象：一般 定員：８名

春の野草を食べてみよう♪

3
月 22

★おいしい野草料理を味わおう

★10:00
〜12:00

講師：海野千恵子（地域おこし協力隊）
材料費：1,000円 対象：一般 定員：12名

全て電話にて
要予約

開場 18：00 ／ 開演 18：30
１月16日
一 般販売開始 9：0 0〜
チケット 2,000円
（全席自由）

佐伯市子育て・子育ち支援室さくらっ子
０９７２‑２８‑５３７０

〈開催日〉１月9日㊏・2月6日㊏・3月6日㊏

※未就学児入場不可
※ご購入後の座席変更、払い戻しには対応不可

アトリエスガコ。
小学生からのワークショップ
〈時間〉10：30〜11：30 〈場所〉会議室２ 〈定員〉5名

県南落語組合のご紹介
昭和59年：二十代の若者三人で設立。徐々に会員を増やし、大分支部も開設。①プロの高
座招聘②自分たちが演者として出張寄席開催③年に一度「県南寄席」で会員の芸を競うこと
を活動の三本柱に据え、今年で設立37年目。会報「寿限無」は150号を超え、迎えた噺家さん
も「春風亭小朝」
「古今亭志ん朝」
「桂枝雀」など数多く、顧問は「柳家権太楼師匠」。
笑いを通じた地域密着型の活動に対し、大分合同文化賞「特別功労賞」
・サントリー地域文
化賞などを授章。
さいき城山桜ホールを新たな活動拠点として、設立40周年に向け、頑張っていきますの
で、変わらぬ応援お願いいたします。
（四代目会長 矢野大和）

ドライフルーツを使ってもっとおいしい
自分だけのハーブティーを作りませんか

2
月 22

矢野 大和

〈開催日〉１月14日㊍・3月11日㊍
しおり先生の音楽あそび
〈時間〉11：00〜 〈場所〉さくらっ子広場 〈定員〉7組

〈開催日〉１月22日㊎・2月19日㊎・3月19日㊎
宮明 邦夫

しほ先生のマタニティヨガ
〈時間〉10：30〜11：30 〈場所〉別会場 〈定員〉7名

先着
30名様

スペシャル講座

みんなで学ぼう話そう！
今どきの子育て
子育てに関心のある方、どなたでも
お気軽にお申し込みください！

〈開催日〉１月24日㊐
〈時
〈会

間〉10：00〜12：00
場〉さいき城山桜ホール
１F 小ホール

12月〜3月 Event Information
●大ホール
12

25

●小ホール

●アートプラザ

クリスマスロビーコンサート
ピアノ・バイオリン・ソプラノによる
クリスマスメドレー他 入場無料
開演18：30

☎0972-24-2228

● 2月13日㊏ 第7回 さいき食のスター誕 生 決 勝大会
10：0 0〜14：0 0

● 3月7日㊐ 2 021 合唱 春の祭典
開場13：30／開演14：00

【主催】合唱春の祭典実行委員会 事務局（大間）☎080‑5256‑9112

● 1月17日㊐ 佐伯市民合唱団コールねむ
ミニコンサート
開場13：30／開演14：00

【主催】佐伯市民合唱団 ☎090‑3667‑7849
（梶原）

24

さいき城山桜ホール主催

【主催】一般社団法人 佐伯市観光協会 ☎0972‑23‑1101
※土日は佐伯市観光案内所 ☎0972‑23‑3400

● 1月16日㊏ 第三十三回 県南寄席
開場18：00／開演18：30【主催】県南落語組合

1

イベントは変更になる場合がございます。最新情報は HP をご覧ください。

海上自衛隊呉音楽隊コンサート

入場無料。入場整理券をさいき城山桜ホール、
佐伯市役所１F総合案内、各振興局、佐伯商工
会議所にて12/24㈭より配布します。
開場14：00／開演15：00

佐伯公演決定！

DRUM TAO「祭響 saikyo」
世界26カ国 500都市 観客動員数800万人超！
世界が認めた、和太鼓を使った
エンターテイメントショー！

● 2月4日㊍〜8日㊊
西陣美術織若沖動植綵絵展
各日10：00〜17：00 但し4日は12：00から／8日は16：00まで
【主催】西陣美術織全国巡回展実行委員会
☎090‑5254‑3316

2

7

講談師 六代目
神田伯山 独演会

チケット
好評発売中

開場13：0 0／開演14：0 0

● 2月13日㊏ 柳家権太楼 独演会 ウィズ 県南落語組合
開場18：00／開演18：30 チケット2,000円
全席自由 1月16日㊏9：00〜 一般発売

3/27

上映時間 10：00〜 14：00〜
一般500円／高校生以下200円

チケット

1月17日㈰ 釣りバカ日誌19 無料
2月23日㈫ イエスタデイ
3月21日㈰ ボス・ベイビー

開演
18時

一
般
佐伯市民価格

3/28

5000円
4000円

令和3年1/24
（日）9時〜

販売場所

さいき城山桜ホール窓口またはインターネット
※佐伯市民チケットは窓口のみ

↑至大分

佐伯文化会館

大分県佐伯市大手町２丁目２番２８号

FAX

0972-24-2229

Ma i l ootemae@cit y.sa i k i.lg.jp
H P htt ps://sa k u ra-ha l l-sa i k i.com /

P

歴史と文学の道
銀行

217

市役所
和楽

駐車場は施設敷地内にございません。大手前バス停前にある有料駐車場（28台。ホール
入館者は270分まで無料※割引処理をしますので、駐車券を当ホール１階受付にお持ち
ください。）または、旧佐伯文化会館下駐車場（155台）をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします。 ● マスク着用でのご来場

歴史資料館
上岡駅

P

バス停

0972-24-2228

佐伯駅

本線

日豊

佐伯IC

さいき 城 山 桜ホールについてのお申し込 み・お 問 い 合 わ せ

TEL

全席
指定

発 売 日

開 館 時 間 8：30〜22：30
各室利用時間 9：00〜22：00

〒8760831

開演
14時

388

佐伯堅田IC

37

↓至宮崎

● こまめな手指消毒の徹底

● 体調がすぐれない時のご来場はお控えください

