
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まっくグランドミュージック vol.022 

道東おとなの軽音部 ～おとなの学習発表会～ 

昭和歌謡からロックまで幅広いジャンルを発表します！ 
 

【出演】道東おとなの軽音部 
    ●DirtyMac2017 ●帯広少年愚連隊 ●もっちーず 
【日時】5月 21日(日) 18：30～ 
【場所】講堂   【入場料】無料 

取扱チケット情報 

公 演 名 日時(開演） 料金(税込) 会 場 

ERENA TERAKUBO QUARTET 2017 
5月 8日(月) 

19：00～ 

一般 3,500円 
学生 2,000円 

（当日券各席+500 円） 

幕別町百年 
記念ホール 

5/1(月)から配布開始 

親子で楽しめるファミリーコンサート 
5月 14日(日) 

14：00～ 

無 料 
（要整理券） 

幕別町百年 
記念ホール 

5/1(月)から配布開始 

幕別町文化講演会「私の役者人生」 
5月 27日(土) 

15：30～ 

無 料 
（要整理券） 

幕別町百年 
記念ホール 

ＫＡＮＡ 新曲発売記念キャンペーン 
6月 15日(木) 

18：30～ 
2,000 円 

帯広市民 
文化ホール 

澤田かおり Live 2017 
～Here I Come, MAKUBETSU!～ 

6月 16日(金) 

19：00～ 

2,800 円 
（当日券+500円） 

幕別町百年 
記念ホール 

アストル・ピアソラ没後 25年特別企画 

メモリアルコンサート 
「ピアソラに馳せる想い」 

6月 22日(木) 

19：00～ 

A 席 4,500円 
B 席 4,000円 

(当日券各席＋500 円) 

幕別町百年 
記念ホール 

5/11(木)10：00から配布開始 

MAYA With 松尾明 Torio  
Special Guest 高橋康廣 

7月 23日(日) 

16：00～ 

3,000 円 
（当日券+500 円） 

幕別町百年 
記念ホール 

5/19(金)10：00から配布開始 

喜劇「嫁も姑も皆幽霊」 

7月 30日(日) 

13：00～ 

一   般 A 席 3,000 円 
      B 席 2,500 円 
高校生以下  A 席 1,500 円 
     B 席 1,000 円 
(当日券各席＋500 円) 

幕別町百年 
記念ホール 

 

百年記念ホール 催事予定（5 月） 

 日 曜 催 物 名 開演 料 金（税込）  場所 

7 日 
GWこどもの日 百年記念”ゆめ”ホール 
※詳細は下欄をご覧ください 

10：00 
無 料 

※ﾌｰﾄﾞｺｰﾅｰは全品 100 円 
全館 

8 月 
ERENA TERAKUBO QUARTET 2017 
※詳細は裏面をご覧ください 

19：00 
一般 3,500円 
学生 2,000円 

大ホール 

14 日 
親子で楽しめるファミリーコンサート 
※詳細は裏面をご覧ください 

14：00 無 料 大ホール 

17 
 

22 

水 
 

月 

街角ギャラリー「ｋａｎａｓａ展」 
※詳細は左面をご覧ください 

9：00 
 

18：00 
無 料 ｷﾞｬﾗﾘｰ 

21 日 

まっくグランドミュージック vol.022 
道東おとなの軽音部～おとなの学習発表会～ 
※詳細は左面をご覧ください 

18：30 無 料 講 堂 

27 土 
幕別町文化講演会 「私の役者人生」 
※詳細は裏面をご覧ください 

15：30 
無 料 

（要整理券） 
大ホール 

 

GW こどもの日 百年記念”ゆめ”ホール 

毎年恒例！百年記念ゆめホール! 連休最終日は百年ホールへ GO!! 
 
【日 時】 5 月 7 日（日）10：00～14：00（受付は 9：30～10：30） 
【場 所】 百年記念ホール全館 
【参加料】 アトラクションは無料、フードコーナーは全品 100 円 
【内 容】 ♪アトラクション 折り紙ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ、ﾊｷﾞちゃんの似顔絵、宝さがし 

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾂｱｰ、割りばしﾋﾟｽﾄﾙ作り ほか 
※似顔絵とﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾂｱｰは各 30名限定です（当日抽選します） 

♪フードコーナー 焼きそば、からあげ、たこやき、ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 
ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ、かき氷、ﾄﾞｰﾅﾂ ほか 
※数量限定、売切れ次第販売終了します 

♪ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬｽﾞｺﾝｻｰﾄ 開演･･･13：00～ 
演奏･･･まくべつジュニアジャズスクール 

※都合により内容変更になる場合があります 

幕別町百年記念ホール情報 

5月 2017 
 

TEL  0155-56-8600  FAX 0155-56-8602 

Web http://m100.jp/  Mail info@m100.jp 

幕別町百年記念ホール指定管理者ＮＰＯまくべつ町民芸術劇場 

 

街角ギャラリー『ｋａｎａｓａ展』  
貝殻で作製したシーサー達の愛らしい表情をお楽しみください 
【出展者】田中 里美 
【日 時】5月 17日（水）～22日（月） 

 9：00～18：00 
【場 所】ギャラリー 
【入場料】無料 

～ ～ 



 
ERENA TERAKUBO QUARTET 2017 

 
【出 演】ERENA TERAKUBO QUARTET 

寺久保エレナ（As）、石井 彰（Pf） 
金澤英明（B）、宇野 修（Ds） 

【日 時】5月8日(月) 19：00～ 【場 所】大ホール 
【入場料】全席指定 一般 3,500円 学生 2,000円 

   （当日券各席＋500円、学生券は百年ﾎｰﾙのみで販売） 
※未就学児入場不可（託児あり、申込締切は公演 10 日前迄） 
※チケット代引き発送の申込は 4/27(木)まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 涯 学 習 講 座 他 
※申込締切は講座実施日の 1週間前 

※応募者多数の場合は抽選（幕別町民優先） 
 
町民カレッジ「幕別町の自然と環境」 
 

日 時：5/13、20、6/10、7/8、15、8/4、19、9/2、9、10/7、14、28 
（8/4 のみ金曜日、その他は土曜日）10：00～12：00 全 12回 
※  はバス使用日 

講座内容により時間等が変更になる場合あり 

講 師：わっか自然の会の皆さん 
帯広百年記念館学芸員の皆さん 
青木實氏、市村貴弥氏、 
二ツ山智氏、菅好弘氏 他 

場 所：学習室 2     
対 象：一般 30名(単発受講も可) 
受講料：12回ｾｯﾄで受講 4,000円 

（単発受講 1回 500円） 
材料代：500 円  持ち物：筆記用具 他 

ベーゼンドルファーの日 
 
日 時：5/20(土)、21(日) 9：00～12：00 13：00～17：00 
場 所：大ホール 
対 象：小学生以上 各日 14 名（ﾋﾟｱﾉ経験者は未就学児でも可） 
    1人 30 分（入替時間含） 
参加料：無料  持ち物：楽譜 等 

初心者デコパージュ講座  
日 時：6/8、22、7/13、27、8/10、24、9/14、21、10/19、26（木） 

10：00～12：00 全 10回 
講 師：岡崎千鶴子 氏 

（「ﾃﾞｺﾊﾟｰｼﾞｭ友の会」講師） 
場 所：学習室 1 
対 象：一般 12名（単発受講も可） 
受講料：ｾｯﾄで受講 5,000円 

（単発受講 1回 500円） 
材料代：5,000円 

（ﾃｷｽﾄ代含、単発受講はｶﾘｷｭﾗﾑ参照）
持ち物：はさみ（小回りの利くもの）、ﾃｨｯｼｭ、手拭ﾀｵﾙ 等 

父の日にかっこいいワイヤーアクセサリーを贈ろう！ 
 
日 時：6/11（日） 10：00～12：00 
講 師：Daik 氏（「ﾜｲﾔｰｱｸｾｻﾘｰ工房 Daik」代表） 
場 所：木工芸室         対 象：小学生 9 名（一般も可） 
受講料：小学生 200円 一般 500円 材料代：500円 

大人の社会見学（音更編） 
 
日 時：6/12 月曜日 9：00～16：00（雨天決行） 
行 先：音更町  定員：30 名  参加料：600 円（保険料含） 
ｵﾌﾟｼｮﾝ：昼食代 980円（中華ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ、希望者のみ） 
持ち物：雨具、飲み物、お弁当（ｵﾌﾟｼｮﾝを希望しない方）等 

：5/31（水） 

5/13「自然環境」の問題点を学ぶ①
5/20 幕別町の自然を学ぶ①(鳥)

6/10 幕別町の自然を学ぶ②(野草・花)
7/8 幕別町の自然を学ぶ③(水中動物)
7/15「自然環境」の問題点を学ぶ②

8/4「自然環境」の問題点を学ぶ③
8/19 幕別町の自然を学ぶ④(樹木)
9/2「自然環境」の問題点を学ぶ④

9/9 
10/7 幕別町の自然を学ぶ⑥(きのこ)

「自然環境」の問題点を学ぶ⑤
特別講義」十勝の遺跡と自然環境

日付 内 容 材料代 

ﾃﾞｺﾊﾟｰｼﾞｭの基礎 
石鹸にﾃﾞｺﾊﾟｰｼﾞｭ 

ﾃﾞｺﾊﾟｰｼﾞｭでｱｸｾｻﾘｰ作り 

板にﾃﾞｺﾊﾟｰｼﾞｭ 

ｶﾞﾗｽにﾃﾞｺﾊﾟｰｼﾞｭ 

ｼﾞｭｴﾙｴｯｸﾞ（飾り卵） 

3D(立体額、ｼｬﾄﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 

 

幕別町文化講演会 『私の役者人生』  
【講 師】笹野 高史 氏 
【日 時】5月27日(土) 15：30～  【場 所】大ホール 
【入場料】幕別町民入場無料（要整理券） 
※未就学児入場不可（託児あり、申込締切は公演10日前迄） 
※整理券は5/1(月)から配布開始 
 

＜整理券取扱場所＞ 
百年記念ホール、幕別町教育委員会、幕別町役場、札内支所、忠類総合支所 

 
澤田かおり Live 2017～Here I Come, MAKUBETSU!～ 

 
和製キャロル・キング、永遠の POPSの DNAを受け継ぐ 
現代のピアノポップ・シンガーソングライター 
【日 時】6月 16日(金) 19：00～ 【場 所】講堂 
【入場料】全席自由 2,800円（150席限定、当日券＋500円） 

※未就学児入場不可（託児あり、申込締切は公演 10 日前迄） 

※チケット代引き発送は 6/5(月)迄 
 

Cello Ensemble 008-huit が贈る 親子で楽しめるファミリーコンサート  
【出 演】Cello Ensemble 008-huit 
【日 時】5月14日(日) 14：00～ 【場 所】大ホール 
【入場料】一部自由席 入場無料（要整理券） 
※整理券は 5/1(月)から百年記念ホール窓口で配布開始 

アストル・ピアソラ没後 25 年特別企画 
メモリアルコンサート『ピアソラに馳せる想い』 

 
【出 演】パブロシーグレル ヌエヴォ タンゴ アンサンブル 
【日 時】6月 22日(木) 19：00～  【場 所】大ホール 
【入場料】全席指定 A席 4,500円 B席 4,000 円（当日券各席＋500 円） 
※未就学児入場不可（託児あり、申込締切は公演 10 日前迄） 

※チケット代引き発送は 6/12(月)迄 
 

MAYA with 松尾明 Torio  Special Guest 高橋康廣 
 

【日 時】7月 23日(日) 16：00～ 【場 所】講堂 
【入場料】全席自由 3,000円（当日券＋500円） 
※チケット販売は 5/11（木）10：00～ 

※未就学児入場不可（託児あり、申込締切は公演 10 日前迄） 

宝くじ文化公演 喜劇『嫁も姑も皆幽霊』 
 

【出 演】風間トオル、豊田真帆、音無美紀子 他 
【日 時】7月 30日(日) 13：00～ 【場 所】大ホール 
【入場料】全席指定 一般 A席 3,000円 B席 2,500円 

高校生以下  A席 1,500円 B席 1,000円 
（当日券各席＋500円、宝くじの助成により特別料金となっております） 

※チケット販売は 5/19（金）10：00～ 

※未就学児入場不可（託児あり、申込締切は公演 10 日前迄） 


