
日 曜 開場 開演 終演 入場料 日 曜 開場 開演 終演 入場料

 帯広市総務課  帯広市教育委員会

 0155（65）4100  0155（65）4209

 帯広市立緑園中学校  大空学園義務教育学校

 0155（36）7819 （佐藤）  0155（48）5089 （嶋中）

 帯広第八中学校  歌で元気北海道歌まつり

 0155（35）6593 （澤田）  090（3396）4633 （深井）

 帯広市立明和小学校  北海道音楽教育研究連盟

 0155（34）5615 （辻）  090（5222）6108 （長谷川）

 帯広大谷高等学校  十勝歌謡連合

 0155（33）5811 （山口）  090（8270）0381 （一戸）

 帯広市民オペラの会  帯広畜産大学マンドリンサークル

 080（1336）4366 （折山）

 帯広市民文化ホール

 加藤流三絃会  0155（23）8111

 050（5375）9983 （加藤）

前売 6,800円
 帯広市民文化ホール

当日 7,300円
 0155（23）8111

家族席 16:30  ミカバトンクラブ

自由席 17:00  090（9519）8979 （工藤）

一般 500円  帯広吹奏楽研究会

 090（1380）7107

《 11月の催し物　》

　大ホール 　小ホール
催　し　物　名 お問合せ先 催　し　物　名 お問合せ先

関係者のみ

12:00 無料

3 木
 帯広市立緑園中学校吹奏楽部
 第31回演奏会

13:30 14:00 16:00 関係者のみ 5

関係者のみ 3 木
 令和4年度
 帯広市文化活動功労賞表彰式

10:30 11:001 火
 帯広市開拓140年・市制施行90年
 記念式典

9:00 10:00 12:00

 帯広第八中学校吹奏楽部
 第27回定期演奏会

14:00 14:30 16:30

土
 大空学園義務教育学校吹奏楽部
 第1回定期演奏会

14:00 14:30 16:30

金
 第64回北海道音楽教育研究大会
 十勝・帯広大会

12:00 12:30 16:30 関係者のみ

16:30 2,500円

6 日
 第62回
 帯広市小・中学校合同音楽祭

9:30 10:00 12:30 無料 18

無料 16 水  走 裕介 ファンの集い in 帯広 12:00 12:305 土

16:00 1,000円

13 日
 
 ロベール・ヒロンを迎えて
 ～帯広市民オペラの会とともに～

14:15 15:00 17:00
26 土

無料 20 日  第37回十勝歌謡選手権大会 9:30 10:0010 木
 帯広市民文化ホールアドバイスセミナー

 帯広大谷高校演劇部
 「イノベーションダンス！」

18:30 19:00 20:00

 帯広畜産大学マンドリンサークル
 第53回定期演奏会

14:00 14:30 16:30 無料

27 日
 第5回帯広市民バレエ公演
 「眠れる森の美女」下村由理恵女史
 市民バレエの魅力を語る

16:30 17:00

1,000円

23 水
 高嶋ちさ子
 12人のヴァイオリニスト
 コンサートツアー2022～2023

13:30 14:30 17:00

18:15 無料

20 日
 津軽三味線　民謡コラボ

 加藤流三絃会
 三年に一度のコンサート 絃 -GEN-

12:45 13:30 15:30 1,000円

27 日
 帯広吹奏楽研究会
 創立50周年 第76回定期演奏会

15:30 16:00 18:00

26 土
 第15回
 ミカバトンクラブ発表会

17:30 19:00

B席2,000円 学生券(小中高大)1,000円

（祝）

（予定）

掲載されている内容は、10月20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。

～帯広市民オペラの会とともに～

《お問合せ先 》

松﨑：0155（48）3435 ・ 佐藤：0155（35）7016

（祝）

（祝） （生涯学習文化課）

中学生以下
無料

令和５年１月２２日（日）

開場：１３時００分 開演：１４時００分

場所：帯広市民文化ホール大ホール
入場料： S席（１・２階）４，５００円

A席（１階一部・３・４階）３，５００円

B席（４階一部）３，０００円
※全席指定

※２歳以下入場不可 （膝上鑑賞不可）

第5回 帯広市民バレエ公演

眠れる森の美女

0155（48）3435

0155（35）7016

（松﨑）

（佐藤）

SS席 5,000円

S席 4,000円

A席 3,000円

B席 2,000円
学生 1,000円

演出・振付 下村由理恵

指揮 磯部省吾

舞台監督 斉藤 玲

管弦楽 帯広交響楽団

出演 オーディション選出による

帯広・十勝のバレエダンサー87名

ゲスト 厚地康雄 篠原聖一

加藤誉朗 平 史樹

小野 誠 矢部優稀

飛永嘉尉SS席5,000円 S席4,000円 A席3,000円

世界的テノール歌手

ロベール・ヒロンを迎えて
令和４年１１月１３日（日）

開場：１４時１５分 開演：１５時００分 場所：帯広市民文化ホール大ホール

入場料： 指定席：１・２階席

自由席：３・４階席

《ご予約・お問合せ先 》

帯広市民文化ホール ☏ 0155（23）8111

チャイコフスキー作曲「眠れる森の美女」 3幕4場

どちらも好評販売中！

帯広市開拓140年・市制施行90年主管・共催事業

※令和5年2月5日に延期になりました。

※日程が変更になりました。
13 日

16 水
※日程が変更になりました。

17：3018：00 19：00


