
日 曜 開場 開演 終演 入場料 お問合せ先

― 10:00 12:00

― 14:00 16:00

― 10:00 12:00

― 14:00 16:00

19:00 21:00

　小ホール
 

日 曜 開場 開演 終演 入場料 お問合せ先
                                 (12月23日現在）

月
（祝）

16:00 無　料
 帯広浪曲学校

 090（8908）0609　　   　（池田）

29 土
 陸上自衛隊 第5旅団
 ニューイヤーコンサート

13:30 14:30 ―

 0155（48）5121

30 日  第94回 新春鏡開き浪曲大会 9:30 10:00

招待者のみ

 陸上自衛隊  第5旅団
 司令部総務課広報班

23 日
 第5回
 十勝クラリネットフェスティバル
 特別演奏会

16:30 17:00 20:00   500円

 十勝クラリネットフェスティバル
 実行委員会

 090（2815）2296　　 　　（杉村）

22 土 13:30 14:00 15:30 一般   1,000円
高校生以下無料

 とかちプラザ

 0155（22）7890
 ヴァイオリン＆ピアノによる
 クラシック名曲コンサート

 帯広市開拓140年・市制施行90年主管・共催事業

15 土
 第58回
 帯広地区管楽器個人コンテスト

12:00 12:30
 500円

当日券販売あり
（枚数に限りあり）

 帯広地区吹奏楽連盟
 事務局  （池田中学校内）17:00

 予定  015（572）2009　　 　 　（森谷）

10  藤寿会　新春お初ざらい会 ― 13:00 16:00 関係者のみ

催　し　物　名

申込者のみ
 帯広市民文化ホール

 0155（23）8111

12:00 13:30

 藤寿会

 0155（36）2220　（藤間 紀代澄）

 0155（22）7555

30 日  第32回 親と子のわくわく音楽会 13:45 14:30 15:30

会員のみ

 十勝毎日新聞社
 営業局企画事業部22 土  SALA　「草笛光子さん講演会」 11:00

15:00 16:00 16:40

16 日
 第53回
 帯広地区アンサンブルコンテスト

10:00 10:30 17:00
 予定  015（572）2009　　    　（森谷）

 800円
当日券販売あり
（枚数に限りあり）

 帯広地区吹奏楽連盟
 事務局  （池田中学校内）

9 日  令和4年　帯広市 成人の集い
12:00 13:00 13:40

無　料
 帯広市生涯学習文化課

 0155（65）4192　　      （志垣）

8 土

8 土
 「バックステージツアー」
  －文化ホールの舞台裏を
                 探検してみませんか？－

―

《　1月の催し物　》

　　　　　　        　　大ホール
催　し　物　名

7 金
 「冬休み舞台探検」
  －舞台に潜む魅力を探ってみよう－

500円
先着順 要申込

 帯広市民文化ホール

 0155（23）8111

500円
先着順 要申込

 帯広市民文化ホール

 0155（23）8111

「チケットらいぶ」は帯広市民文化ホール内1階にあり、開館中はいつでもご利用いただけます。

帯広市民文化ホール「チケットらいぶ」 取扱いチケット情報

《 往復はがきでのお申込みです 》 お申込み期間 ： 2021年 12月20日 （月） ～ 2022年1月 10日 （月）

⇒ 記入内容は帯広市民文化ホールのホームページをご確認ください

座席はコロナ感染対策の為、指定させていただきます。グループ毎に1席ずつ空けるグループディスタンスになります

掲載されている内容は、12月23日現在の予定です。 （主催者様の希望により掲載していない場合もございます）

取消・変更の場合もございますのでご了承ください。また、催し物の内容や入場券についてのお問合せは、直接「お問合せ先」に

お尋ねください。

【お問合せ 】 帯広市民文化ホール ☏ 0155 （23） 8111

会　　　　　場

1月22日 一般  1,000円

14:00 高校生以下 　無　料

1月23日

17:00

 2月5日
14:30

 2月6日
14:30

2月11日

14:00

2月23日 一般  2,000円

14:00 高校生以下  1,000円

2月25日

13:00

 3月6日

17:00

3月15日

18:30

 JUNKO ONISHI QUARTET LIVE
  & THE ORCHESTRA LIVE 2022

 幕別町百年記念ホール
 大ホール

指定席  4,500円

　500円
 芽室町中央公民館
 大ホール

 After noon　Concert
 ～ワンコインで楽しむ午後のひととき～

自由席

 帯広市民文化ホール
 小ホール

 幕別町百年記念ホール
 大ホール

 帯広市民文化ホール
 小ホール

 とかちフォト＆ミュージックライブ 2022

 歌で元気！北海道歌まつり in帯広  2,500円一般

 幕別町
 忠類コミュニティーセンター

 幕別町百年記念ホール
 大ホール

 バレンタインコンサート
 みんなで楽しむ トリコロールのアイルランド音楽

1月22日 一般    800円
 芽室町中央公民館
 大ホール

高校生以下    300円

公　　演　　名 日　時　・　入 場 料

 小林香織 LIVE 2021 北海道物語 ～十勝編～ 自由席  2,000円

 北海道文化財団　音楽の宅配便
 北海道民謡　魂を聴く

自由席 　500円
 第5回
 十勝クラリネットフェスティバル　特別演奏会

14:00

一般  1,000円

 音更町文化センター
 ふれあいホール

 帯広市開拓140年・市制施行90年主管・共催事業

 ヴァイオリン＆ピアノによる クラシック名曲コンサート
 帯広市民文化ホール
 小ホール


