幕別町百年記念ホール情報

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）

11 月 2016

11 月 13 日(日)
17：00～

ザ・ニュースペーパー
ちばよしお＆ノーチェ・アミーゴ♪

TEL

0155-56-8600

FAX 0155-56-8602

Web

http://m100.jp/

Mail

Excellent LIVE in 忠類
清水ミチコ 30th anniversary
『ひとりのビッグショー』

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
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一般舞台発表

12：00

バレエ・バトン発表会

クリスマスＪＡＺＺライブ 2016

※チケットは税込価格です

作品展（陶芸・絵画・木工他）
菊花展

無料

13：00

17 木

Fumiya Fujii CONCERT TOUR 2016
大人ロック

19：00
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ＮＨＫのど自慢

11：45

料
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場

全席指定 一般 3,500 円

無料
全席指定

8,300 円

場 所
講堂
ｷﾞｬﾗﾘｰ
学習室 2

帯広市民
文化ホール

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～
幕別町百年
12 月 10 日（土）
全席指定 5,800 円
16：30～
記念ホール
12 月 18 日（日）
13：30～

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

第4回Ｉlove まくべつフォトコンテスト
応募期間：11 月 2 日（水）～11 月 27 日（日）
会

場：百年記念ホール（ギャラリー）

応募作品：
（ﾃｰﾏ）
「幕別ときめきショット」
１人 1 点（フィルムカメラ・デジタルカメラ・携帯カメラで撮影したもの）

大ホール
大ホール

小中高生 2,000 円

（当日券+500 円）
未就学児入場不可

※応募用紙は HP でもﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。
応募方法：写真(A4 サイズ限定)に専用の応募用紙を貼付し、持込み又は郵送で応募していただきます。
入賞作品には記念品を進呈します。
展示期間：12 月 1 日（木）～19 日(月)

大ホール

発

表：12 月 11 日(日)入賞者には直接通知、HP にて発表

メルマガ会員募集中！
受付終了

大ホール
幕別町百年記念ホールでは公演情報をいち早く皆様にお知らせする「メール配信サービス」の会員

21 月
27 日

応援大使トークショー

無料

16：30

（事前申込）
まっくグランドミュージック Vol.019

十勝 100 人で START を弾こう！

13：00

無料

大ホール

を募集しています。月いちの定期配信の他、新着情報を随時配信いたします。どなたでもご登録可能
ですので是非お試し下さい。
【携帯電話・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝでのご登録方法】

講堂

①右記のＱＲコードを読み取って下さい。
②画面に表記される URL「メール作成「メール作成⇒http://dr.quel.jp････」を
クリックして下さい。

まっくグランドミュージック Vol.019

十勝 100 人で START を弾こう！

④メール作成画面になったら、本文に何も入力しないでそのまま送信して下さい。
⑤百年記念ホールよりメールが届いたら、本文にある URL にアクセスして下さい。 メルマガ会員に
⑥入力フォームに必要事項入力し、最後に「登録」ボタンを押すと登録完了です。 なろう！

十勝の音楽を愛する人達が、共通の目的の為、心を一つにして

【パソコンでのご登録方法】

取り組んでいます。

①m100touroku＠cl84.asp.cuenote.jp に本文に何も入力しないで送信して下さい。

【日 時】11 月 27 日(日)13：00～
【場 所】幕別町百年記念ホール 講堂 入場無料
【出 演】MYU、OYAJI３、カンファミ、YOSHIKEI、
十勝 100 スタメンバー

②百年記念ホールよりメールが届いたら、本文にある URL にアクセスして下さい。
③入力フォームの各項目に入力し、最後に「登録」ボタンを押すと登録完了です。
※（登録が終わるとホールより「本登録完了」のメールが届きます。本文にあるパスワードはログイ
ンや退会する際に必要になりますのでお忘れのないようご注意下さい。
）

チケットは税込価格です

Fumiya Fujii CONCERT TOUR 2016

【日 時】11 月 17 日（木）19：00～
【場 所】大ホール
【入場料】全席指定 8,300 円

※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）

生 涯 学 習 講 座

大人ロック

自分のノートパソコンで筆まめソフトを使ってみよう！

トびっきリ素敵な年賀状を作ろう！
【日

時】①11月14日、②21日、③28日、④12月5日

※託児あり、申込締切は公演 10 日前迄

【場

所】学習室2

※チケットの一般発売は WEB 限定

【講

師】井上

【対

象】一般 15名（応募者多数の場合抽選）

※3 歳以上入場可、但し、チケット必要

【取扱い】ｲｰﾌﾟﾗｽ
ﾁｹｯﾄぴあ
ﾛｰｿﾝﾁｹｯﾄ

http://eplus.jp
0570-02-9999(P.300-366)
0570-084-001(L.11465)

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！

和則

月曜日

10：00～12：00 全4回

氏（町内在住、「パソコン教室・サポートコミノ」代表）

【受講料】一般2,000円
【材料代】1,000円(ソフト付テキスト代等)
【持ち物】ノートパソコン（※無い方は貸出用PCが数台あります。
ご相談下さい）、筆記用具
【締

等

切】11月4日（金）まで

ワイヤーとペンチがあれば、Ｌｅｔ’ｓ チャレンジ!!
初めてのワイヤーアクセサリー作り講座
【日

時】①11月26日、②12月17日、③1月21日

土曜日

画像はイメージです

10：00～12：00 全3回
【場

所】木工芸室

【講

師】DaiK 氏（「ワイヤーアクセサリー工房 DaiK」代表）

【対

象】一般 9名（単発受講も可、応募者多数の場合抽選）

【受講料】一般1,500円(単発受講の場合、1回500円)
【材料代】500円(単発受講の場合、1回200円)

☆カリキュラム☆
①11/26 らせんペンダント作り

【持ち物】特になし

②12/17 指輪作り

【締

③ 1/21 アルファベット（イニシャル等）

切】11月19日（土）まで

アクセサリー作り
※内容が変更になる場合があります。

美味しいスイーツを作って寒さを吹き飛ばそう!
冬のスイーツ講座

【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

【日

時】①12月12日、②1月23日、③2月6日

【場

所】調理実習室

※車いすのお申込みは百年記念ホールまで直接お申込み

【講

師】西井

【対

象】一般12名（単発受講も可、応募者多数の場合抽選）

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

月曜日

10：00～13：00 全3回

【受講料】一般1,500円(単発受講の場合、1回分500円)
【材料代】3,600円(単発受講の場合、1回分1,200円)
【持ち物】エプロン、バンダナ、布きんなど
【締

画像はイメージです

裕美 氏（「お菓子教室Hiromi」代表）

切】12月5日（月）まで

☆メニュー☆
① 12/12 バナナのロールケーキ
② 1/23 三種類のナッツを使ったクッキー
③ 2/6

ハートのガトーショコラ
小倉あんとチョコのようかん

※内容が変更になる場合があります。

