
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱チケット情報 

公 演 名 日時(開演） 料金(税込) 会 場 

人形劇「ふしぎの森のヤーヤー」 
7月 15日(土) 

14：00～ 

こども(3 才～小 6)  500 円 

おとな(中学生以上)1,000 円 
幕別町百年 

記念ホール 

帯広能 

7月 21日(金) 
18：30～ 

7月 22日(土) 
14：00～ 

A席 各日 7,000円 
B席 各日 5,500円 

(当日各席＋500 円) 

帯広市民 
文化ホール 

萩原建設工業(株) 究極シリーズ 

第 30回 謝恩コンサート 

7月 22日(土) 

14：30～ 
無料(要整理券) 

幕別町百年 

記念ホール 

MAYA With 松尾明 Trio  

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 

子どものためのバレエ 

ねむれる森の美女 

7月 23日(日) 

14：30～ 

S席 4,000円 

A席 3,000円 
帯広市民 

文化ホール 

宝くじ文化公演 

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 

7/3(月)10：00～発売 

ゆう楽亭 キッズ落語 まくべつ寄席 
8 月 11日(金･祝) 

15：00～ 

大人   500円 
中学生以下無料 

幕別町百年 

記念ホール 

人形劇「つるのおんがえし」 
8月 23日(水) 

18：30～ 

こども(3才～小 6)  1,100 円 

(当日券 1,600 円) 

おとな(中学生以上) 1,600 円 

(当日券 2,000 円) 

帯広市民 

文化ホール 

6/30(金)10：00～発売 

まくべつ 演歌まつり 2017 
8月 30日(水) 

17：30～ 

3,500円 

(当日券＋500円) 

幕別町百年 

記念ホール 
7/10(月)10：00～発売 
MANHATTAN JAZZ QUINTET 
Japan Tour 2017 
～スイングしなけりゃ意味ないね～ 

9月 17日(日) 

18：00～ 

4,000円 

(当日券＋500円) 
幕別町百年 

記念ホール 

先行発売 7/9(日)10：00～14：00（百年ホール限定） 
一般発売 7/13(木)10：00～ 

Kiroro 

autumn concert in Makubetsu 2017 

9月 23日(土) 

17：30～ 

5,800円 

(当日券＋500円) 

幕別町百年 

記念ホール 

おとなのオータムコンサート in まくべつ 

秋元順子＆宮路オサム スペシャルコンサート 

10月 6日(金) 

15：00～ 

6,000円 

(当日券＋500円) 

幕別町百年 

記念ホール 

 

百年記念ホール 催事予定（7月） 

 日 曜 催 物 名 開演 料 金（税込）  場 所 

22 土 
萩原建設工業㈱究極シリーズ  

第 30 回 謝恩コンサート 
14：30 

無料 

（要整理券） 
大ホール 

23 日 
MAYA with 松尾明 Trio  
Special Guest 高橋康廣 
※詳細は裏面をご覧ください 

16：00 3,000 円 講 堂 

27 木 ブラック団 落語三人会 
15：30 

19：00 
完売しました 大ホール 

30 日 
喜劇「嫁も姑も皆幽霊」 
※詳細は裏面をご覧ください 

13：00 

一般 A 席  3,000 円 
一般 B 席  2,500 円 
高校生以下 A 席 1,500 円 
高校生以下 B席 1,000 円 

大ホール 

30 日 

まっくグランドミュージック vol.024 

バックトゥザベンチャーズ ライブショー 

夏はエレキで、テケテケフィーバー! 

※詳細は下段をご覧ください 

18：00 無 料 講 堂 

 

幕別町百年記念ホール情報 

7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 

 

幕別百年座 映画「この世界の片隅に」上映会 

日本中の想いが結集！100年先も伝えたい、珠玉のアニメーション 

【日 時】8月 27日（日）①10：00～ ②14：00～ 

【場 所】大ホール   

【入場料】無料（要整理券） 

※整理券配布開始日及び配布場所等の詳細は 8月号に掲載します 
©こうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会 

 

まっくグランドミュージック Vol.024 

バックトゥザベンチャーズ ライブショー 

夏はエレキで、テケテケフィーバー！ 

 

【日時】7月 30 日（日）18：00～ 

【場所】講堂  【入場料】無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

MAYA With 松尾明 Trio  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） 

※未就学児入場不可、託児の申込締切は 7/13(木) 
※チケット代引き発送の申込締切は 7/13(木) 

宝くじ文化公演 喜劇『嫁も姑も皆幽霊』  
【出 演】風間トオル、とよた真帆、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） 
※未就学児入場不可、託児の申込締切は 7/20(木)  

※チケット代引き発送の申込締切は 7/20(木) 

まくべつ 演歌まつり 2017 
話題沸騰のイケメンコーラスグループがやってくる!  
【出 演】純烈、川野夏美 【日 時】8月 30日(水) 17：30～  
【場 所】大ホール 【入場料】全席指定 3,500円（当日券＋500円） 
※チケットは 6/30(金)10：00から発売 
※未就学児入場不可、託児の申込締切は 8/20(日) 
※チケット代引き発送の申込は 7/1(土)～8/20(日)まで 

ゆう楽亭 キッズ落語 まくべつ寄席 
本格落語をぜひお楽しみ下さい!! 
【日 時】8月 11日(金・祝) 15：00～ 【場 所】講堂 
【入場料】全席自由 大人 500円 中学生以下無料 

※チケットは 7/3(月)10：00から発売 

MANHATTAN JAZZ QUINTET Japan Tour 2017 

～スイングしなけりゃ意味ないね～ 

あの伝説のジャズバンドの来日公演が決定!! 
【日 時】9月 17日(日) 18：00～ 【場 所】大ホール 
【入場料】全席指定 4,000円（当日券＋500円） 
※チケットは 7/10(月)10：00から発売 
※未就学児入場不可、託児の申込締切は 9/7(木) 
※チケット代引き発送の申込は 7/12(水)～9/7(木)まで 

 
Kiroro autumn concert in Makubetsu 2017 

 
【日 時】9月 23日(土) 17：30～  
【場 所】大ホール 【入場料】全席指定 5,800円（当日券＋500円） 
※チケットの先行発売は 7/9(日)10：00～14：00(百年ホール窓口限定、1人 4枚 
まで)、一般発売は 7/13(木)10：00から 

※チケット代引き発送の申込は 7/14(金)～9/13(水)まで 
※先行販売で完売した場合、一般発売と代引き発送は行いません 
※4歳未満入場不可、託児の申込締切は 9/13（水） 
 
おとなのオータムコンサート in まくべつ 

秋元順子＆宮路オサム スペシャルコンサート 
【日 時】10月 6日(金) 15：00～ 【場 所】大ホール 
【入場料】全席指定 6,000円（当日券＋500円） 
 チケット郵送をご希望の方は、スノー・ボール☎ 011-242-6661（平日 9：00～18：00）に電話で 
ご予約のうえ郵便振替でお支払いください（送料手数料 500円） 
口座番号：02790-4-25888  口座名称：(株)スノー・ボール企画室 

 

夏休みチャレンジ講座 
 

＜貝殻アートに挑戦＞ 
日 時：7月 29(土) 10：00～12：00 
講 師：田中 里美 氏(「kanasa」主宰) 
場 所：学習室 2   
対 象：小学生 12 名(一般も受講可) 
受講料：小学生 200円、一般 500円 材料代：300円(貝殻 他) 
持ち物：無し(作業しやすい服装でお越しください)   

＜バードハウスを作ろう!＞ 

日 時：7月 31 日(月) 13：00～16：00 
講 師：「おもちゃの病院」スタッフの皆さん 
場 所：木工芸室   
対 象：小学生 10 名(低学年は保護者同伴、一般も受講可) 
受講料：小学生 200円、一般 500円  
材料代：100 円(木材、金具 他)塗装は無し 
持ち物：無し(作業しやすい服装でお越しください)   

＜親子で楽しくヒップホップダンス体験!＞ 

日 時：8月 2日(水) 10：00～11：30 
講 師：内杉 義之 氏 

(「バレエ＆ダンス内杉」インストラクター) 
場 所：講堂   
対 象：小学生を含む親子 10組 20名 

(高学年は子供のみの参加も可、一般も受講可) 
受講料：親子 600円、小学生 200円、一般 500円 
持ち物：タオル、飲み物、上靴 他(動きやすい服装でお越しください)  

＜消しゴムはんこでうちわ作り!＞ 
日 時：8月 3日(木) 10：00～12：00 
講 師：小川 奈緒美 氏(「N#craft」主宰) 
場 所：絵画室   
対 象：小学生 15 名(低学年は保護者同伴、一般も受講可) 
受講料：小学生 200円、一般 500円  
材料代：600 円(うちわ、消しゴム、紙 他) 
持ち物：無し(作業しやすい服装でお越しください)   

＜水中生物を観察しよう!＞ 

日 時：8月 5日(土) 10：00～12：00 
講 師：岡田 真一 氏(「わっか自然の会」事務局長) 
場 所：木工芸室   
対 象：小学生 20 名(一般も受講可) 
受講料：小学生 200円、一般 500円  
持ち物：筆記用具 他 

(屋内での実験・観察を行うため汚れてもよい服装でお越しください) 

 


