幕別町百年記念ホール情報

2 月 2017
TEL

0155-56-8600

Web http://m100.jp/

取扱チケット情報

※チケットは税込価格です

公 演 名

日時（開演）

日

曜

5

日

11

土

26

日

Mail

info@m100.jp

一般 2,000 円
2 月 5 日（日）
14：00～
小・中・高 1,000 円

帯広市民
文化ホール

バレンタインコンサート
ＪＵＮＣＯ＆ＮＡＲＩＫＯ ＯＬＤ＆ＮＥＷ

2 月 11 日（土） 全席自由 1,000 円

幕別町百年
記念ホール

よしもとお笑いまつり in おびひろ

物 名

開 演
13：00

雪ン子キッズ大集合！
バレンタインコンサート
ＪＵＮＣＯ＆ＮＡＲＩＫＯ ＯＬＤ＆ＮＥＷ

まっくグランドミュージック Vol.020
春待ちコンサート

14：00

料 金

場 所

無料

ホール前

(要申込)

広場

全席自由
円

税込 1,000

講

当日 500 円増

3 月 15 日（水）
18：30～

Ｓ席 3,500 円

16：00

無料

Ｓ席 3,500 円
Ａ席 2,500 円
3 月 25 日（土）
Ｂ席 2,000 円
16：30～
Ｂ席（高校生以下）
1,000 円

： 札幌交響楽団 特別演奏会

冬はやっぱり雪あそび！ 雪ン子キッズ大集合！
【日

時】2月5日(日)13：00開始

【場

所】百年記念ホール前広場

【対

象】小学生以下のお子様50名（未就学児は保護者同伴で参加可）

【参加料】無料（申込みが必要です）

四季

【内

冬（ヴィヴァルディ）、セレナーデ(シューベルト)

【日

時】

2月26日(日)16：00～
百年記念ホール
無料

他

容】雪上かるた大会、スノーキャンドル作り、そりあそび

※天候により内容が変更となる場合がございます。

アスタマニャーナ
講堂

帯広市民
文化ホール

画像はイメージです

リベルタンゴ(ピアソラ)、二つのマンドリンのためのコンチェルト、

演】

帯広市民
文化ホール

講 堂

目】アイネ・クライネ・ナハトムジーク（モーツァルト）

【出

Ａ席 2,500 円

堂

～柔らかなギターの響きに乗せて～
結成23年目の男性3名女性5名のクラシックギターアンサンブル。
色々なジャンルの曲をお聴かせします。

【場 所】
【入場料】

14：00～

当日 500 円増

まっくグランドミュージックVol.020
春待ちコンサート

【曲

場

FAX 0155-56-8602

催事予定（2 月）
催

会

帯広市民劇場プレゼンツ
角 良子 ピアノリサイタル

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

百年記念ホール

料 金

【持ち物】外遊びができる服装でお越し下さい。
【その他】無料ホットドリンクサービス有
【締

切】2月4日（土）まで

他

バレンタインコンサート
ＪＵＮＣＯ＆ＮＡＲＩＫＯ ＯＬＤ＆ＮＥＷ

生 涯 学 習 講 座

北海道歌旅座の歌姫・ＪＵＮＣＯと奈梨子が贈る、
ありのままの音楽会、
「オールド・アンド・ニュー」。
過去と明日を純麗な旋律でつなぐステージを、心ゆくまで
お楽しみ下さい。
【日 時】2月11日(土)14：00～【場
【入場料】全席自由

所】百年記念ホール

講堂

税込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)

まっくグランドミュージックVol.021
作曲講座のなかまたちコンサート
作曲講座で作った曲・そして新曲をご披露します。
【出

演】ＭＹＵ、作曲講座のなかまたち

【日

時】3月19日(日)18：00～

【所】百年記念ホール

講堂

【入場料】無料

※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）

美～☆ＵＰ講座
【講

師】上田 優香 氏（
「Ｂｅａｕｔｙ エステ&メイクサロンＤａｉｓｙ」主宰、
コスメコンシェルジュ&スキンケアアドバイザー）
【日 時】2月13日、20日、3月6日、13日、27日月曜日(全5回)
【場 所】控室2
【対 象】一般10人（応募者多数の場合抽選）
【受講料】
：2,500円
【材料代】
：1,800円(お手入れ便利セット)
【持ち物】お手持ちのメイク道具、タオル、筆記用具等

スマホ・タブレット講座
【講
【日

師】井上 和則 氏（パソコン教室・パソコンサポート「コミノ」代表）
時】2月16日、23日、3月2日、9日
(Android スマホ＆タブレットコース)10：00～12：00

(iPhone・iPadコース)14：00～16：00
【場 所】学習室2
【対 象】一般15人（応募者多数の場合抽選）
【受講料】
：2,000円
【材料代】
：1,200円（テキスト代）

(各コース全4回)

※WIFi専用タブレットの方は、別途100円（４講座分）で通信が可能です。

ＮＰＯまくべつ町民芸術劇場
２９年度正会員、賛助会員募集のお知らせ
まくべつ町民芸術劇場は優れた芸術文化を地元で紹介しようという NPO 法人です。
正会員は音楽、演劇等の企画から当日の運営までを担当します。賛助会員は、幕別の音楽
シーンをサポートしながら、様々な特典が付いてきます。この機会に、ぜひ御入会下さい。
（正会員）年会費 10,000 円（賛助会員）年会費 3,000 円
（どちらも 3,000 円分の優待券と先行販売付き）

【持ち物】お持ちのスマホ・タブレット、筆記用具等

みんなでウォーキング講座
【講 師】鞘野 紳量氏（ノルディックフィットネス協会アドバンスインストラクター）
【日 時】2月22日、3月1日水曜日14：00～16：00(全2回)
【場 所】
【講習】講堂【実技】百年記念ホール周辺
【対 象】一般15人（単発受講可、応募者多数の場合抽選）
【受講料】
：1,000円(単発受講の場合、1回500円)
【持ち物】動きやすく暖かい服装、飲み物 ※専用ポール、スノーシューは貸出
します。

知っ得！マネー講座

1月11日(水)～2月28日(火)
百年記念ホール大ホールの改修工事を行っております。
改修工事の為、1月11日(水)～2月28日(火)は大ホールが利用できません。ご
不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。工事の進み具合によ
り、工事期間が変更になることがあります。
【お問合せ先】幕別町教育委員会生涯学習課 ＴＥＬ（0155）54-2006

【講 師】山崎 増美 氏（ファイナンシャルプランナー）
【日 時】2月25日、3月4日 土曜日10：00～11：30(全2回)
【場 所】学習室2
【対 象】一般20人（単発受講も可、応募者多数の場合抽選）
【受講料】
：1,000円(単発受講の場合、1回500円)
【持ち物】筆記用具等

