幕別町百年記念ホール情報

取扱チケット情報
公 演 名
ちばよしお＆ノーチェ・アミーゴ♪

※チケットは税込価格です

日時（開演）

料

金

会

場

Excellent LIVE in 忠類

忠類
12 月 3 日（土） 全席自由 1,000 円
当日同価格 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
18：30～

清水ミチコ 30th anniversary
『ひとりのビッグショー』

幕別町百年
12 月 10 日
（土）
全席指定 5,800 円
16：30～
記念ホール

クリスマスＪＡＺＺライブ 2016

12 月 18 日
（日） 全席自由 500 円
当日同価格
13：30～
小学生以下無料

幕別町百年
記念ホール

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

北海道農民管弦楽団
第 23 回定期演奏会

1 月 22 日(日) 全席自由 2,000 円
当日 2,200 円
13：30～

音更町文化
センター

百年記念ホール

バレンタインコンサート

2 月 11 日（土）全席自由 1,000 円
当日 500 円増
14：00～

幕別町百年
記念ホール

12 月 2016
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日 曜

3 土
10 土
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清水ミチコ 30th anniversary
『ひとりのビッグショー』

※チケットは税込価格です
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18：30

全席自由 1,000 円

忠類
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

当日同価格

16：30 全席指定 5,800 円

幕別町百年
記念ホール

全席自由 500 円
当日同価格
小学生以下無料

幕別町百年
記念ホール

小学生 500 円

幕別町百年
記念ホール

18 日 クリスマスＪＡＺＺライブ 2016

13：30

25 日 冬休みこども講座まつり 2016

10：00

(要申込)

ニューイヤーコンサート 箏と尺八の調べ
新春を彩る、箏、尺八、三味線の演奏をご堪能ください。
休憩時には･･･薄茶や甘酒、お菓子でおもてなし

【出

演】邦楽ユニット「奏（sou）
」
(箏)五十嵐くみ、小松 忍、残間美樹、
半谷佳香、渡辺優子
(尺八)粥川愛山、澤井仁山、米澤武山
(三味線)酒井保行
【日 時】1 月 22 日（月）14：00～
【場 所】講 堂
【入場料】無 料

ＪＵＮＣＯ＆ＮＡＲＩＫＯ ＯＬＤ＆ＮＥＷ

第4回Ｉlove まくべつフォトコンテスト

応募作品展示＆人気投票

出展作品：幕別ときめきショット
展示期間：12 月 1 日（木）～19 日(月)
会
場：百年記念ホール（ギャラリー）
人気投票：好きな作品を 1 点選んで投票して下さい。
（12 月 9 日まで）投票していただいた方の中か
ら抽選で 10 名様に「まくべつ町民芸術劇場が発行する優待券(500 円分)を差し上げます。
発
表：12 月 11 日(日)入賞者には直接通知、HP にて発表します。
最優秀賞作品は、賞状と 2 万円相当の副賞、入賞作品はそれぞれ賞状と副賞を進呈します。
表 彰 式：12 月 18 日(日)11：00～

第28回まくべつ絵画展

作品大募集！

応募資格：幕別町民および幕別町にゆかりのある高校生以上の方
申込期日：1 月 20 日（金）
展示会場：百年記念ホール(講堂)
応募作品：油彩、水彩、パステル画等 1 人 2 点まで（号数は自由）
申込方法：申込用紙に必要事項を記入の上、事務局に持参していただくか
郵送・FAX 等で送付して下さい
申込用紙：百年記念ホールに備付けのほかにホームページからダウンロードでき
ます。
作品展示：1 月 27 日（金）～1 月 30 日（月）
9：00～18：00 まで(最終日は 15：00 まで)
＜お問合せ・送付先＞
〒089-0563 幕別町千住 180-1
まくべつ町民芸術劇場事務局

TEL 0155-56-8600 FAX

0155-56-8602

チケットは税込価格です

ちばよしお＆ノーチェ・アミーゴ♪ Excellent LIVE in 忠類
寒い冬には ホットなラテンＭＵＳＩＣ！
【日 時】12 月 3 日（土）18：30～
【場 所】忠類コミニティーセンター
【入場料】全席自由 1,000 円(当日同価格)

清水ミチコ 30th anniversary
『ひとりのビッグショー』
【日 時】12 月 10 日（土）16：30～
【場 所】大ホール
【入場料】全席指定 5,800 円
※3 歳以上有料、3 歳未満のお客様は保護者 1 名につき 1 名まで膝上鑑賞可。
座席が必要な場合はチケットが必要。

クリスマスＪＡＺＺライブ 2016
道内各地で活躍するジャズスクールの子供達が 盛大にコンサートを行います。
可愛くも迫力ある演奏に 驚かれること間違いなしです！
【日 時】12 月 18 日（日）13：30～
【場 所】大ホール
【入場料】全席自由 500 円（当日同価格）
、小学生以下無料
※車いすのお申込みは百年記念ホールまで直接お申込み
下さい。

【出

演】札幌ジュニアジャズスクール、
Mt,Youtei Jr, JAZZ School、
広尾サンタランド・ジャズスクール、
砂川キッズジャズスクール、
まくべつジュニア・ジャズスクール

生 涯 学 習 講 座

※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）

冬休みこども講座まつり 2016
8 種類の講座をすべて体験！昼食時には餅つき体験＆お雑煮の試食会あり！
【日 時】12/25（日）10：00～15：00（休憩 12：00～13：00）
【内 容】 ★木こり体験（講師：おもちゃの病院の皆さん）
★マジックハンドでなにつかもう？（講師：三浦 将宏氏）
★けん玉の達人になろう!（講師：阿部陽哉氏）
★アロハ～初めてのフラダンス（講師：安原圭子氏）
★紙折り染めに挑戦！（講師：松川利雄氏）
★お手玉つくってあそぼ！（講師：ソフトサポーターズの皆さん）
★お皿の絵付けと電動ろくろ体験！（講師：佐藤二三子氏）
★卵のふしぎ（講師：萬尚子氏）
♪お昼のお楽しみ♪餅つき体験＆お雑煮試食会（石田光子氏）
【場 所】百年記念ホール 全館
【対 象】小学生 64 名（低学年は保護者同伴）
【受講料】500 円（材料代含む）
【持ち物】エプロン、タオル、筆記用具、作品を持ち帰るための袋、弁当 等
肩こり、冷え性、腰痛もすっきり解消！

楽しくストレッチヨガ講座
【日 時】（夜間コース）1月25日、2月1日、8日、15日、3月1日、8日
水曜日 19：00～20：30
（午後コース）1月27日、2月3日、10日、17日、3月3日、10日
金曜日 14：00～15：30
各コース 全6回
【場 所】和室2
【講 師】小野 律子 氏（ヘルスアップヨガカンパニー 帯広地区ヨガ講師）
【対 象】各コース 一般 12人（応募者多数の場合抽選）
【受講料】一般 3,000円
【持ち物】ヨガマット又は大判バスタオル、汗拭きタオル、水分補給用飲物等
昨日よりきれいな私になろう！
美～☆ ＵＰ講座
【日 時】2月6日、20日、3月6日、13日、27日 月曜日 10：00～12：00 全5回

バレンタインコンサート
ＪＵＮＣＯ＆ＮＡＲＩＫＯ ＯＬＤ＆ＮＥＷ

【場 所】控室2

【日】2月11日(土)14：00～

【対 象】一般10名（応募者多数の場合抽選）

【所】百年記念ホール

【受講料】一般2,500円

【￥】全席自由

講堂

1,000円（当日500円増）

※未就学児入場不可(託児申込は公演日の10日前まで)
※一般発売は12月1日(木)10時から

【講 師】上田 優香 氏（「Beauty エステ＆メイクサロン Daisy」主宰）

【材料代】1,800円
【持ち物】お手持ちのメイク道具、タオル等

