
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取扱いチケット 

●み・らいでの公演 

12/2(木) エントランスコンサート ソプラノ＆ピアノ  

19:00 〈一 般〉1,000 円 (当日 1,300 円) 

 〈高校生以下〉500 円 (当日 同額)  

 深川市文化交流ホールみ・らい 0164-23-0320 

  

12/18（土) 音楽劇 みらい SHOW 学校 「時をこえて深川」 

14:00 〈一 般〉1,000 円 (当日 1,300 円) 

 〈高校生以下〉500 円 (当日 同額)  

 深川市文化交流ホールみ・らい 0164-23-0320 
  

1/16(日) 松野迅ヴァイオリンリサイタル  

14:00 〈自由席〉2,000 円 (当日 2,500 円) 

 〈指定席〉2,500 円 (当日 3,000 円)  

 アートステージ空知(深川) 0164-22-3062 

  

1/23(日) み・らいワクワクコンサート (12/21 発売) 

14:00 〈一 般〉1,500 円 (当日 1,800 円) 

 〈高校生以下〉700 円 (当日 1,000 円)  

 深川市文化交流ホールみ・らい 0164-23-0320 
  

●その他会場での公演 

  12/4(土) 一石 迷奏ヒーローズ 

  14:30 〈一 般〉1,000 円  

  
砂川市地域交流 
センター ゆう 砂川市地域交流センターゆう 0125-54-3111 

    

  12/12(日) ゆうキッズ落語教室 成果発表会 

  13:30 〈一 般〉500 円  

  
砂川市地域交流 
センター ゆう 砂川市地域交流センターゆう 0125-54-3111 

     
 12/19(日) 第 12 回 クリスマスコンサート 

  16:00 〈一 般〉1,500 円 (当日 1,800 円) 
   〈学 生〉1,000 円 (当日 1,300 円)  
  アートホール東州館 アートホール東洲館 0125-26-0026 
    
  12/25(土) ソアーヴェ ＸｍａｓConcert 
  15:00 〈一 般〉2,000 円 (当日 2,500 円) 
   〈学 生〉 500 円 (当日 1,000 円)  
  深川市生きがい文化 

センター 菊入 0164-22-4853 
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★一緒にホール事業の運営のお手伝いをしていただくボランティアＳＴＡＦＦを募集しています！！   

★み・らい友の会に入会して深川の芸術・文化を支えて下さい。そして舞台芸術をもっと身近に楽しみませんか？ 

 会員の方には「ホールニュース」などのお届けや、チケット購入の際の特典をご用意いたしております。  

 年会費 個人：1,000 円 学生：500 円(高校生・大学生) 法人：10,000 円(個人以外) 

12 月 ホール行事予定 
12/2(木) エントランスコンサート ソプラノ＆ピアノ 

12/4(土) 子どものひろば クリスマス 

12/18(土) 音楽劇 みらい SHOW 学校 「時をこえて深川」 

12/26(日) 深川西高等学校吹奏楽局 定期演奏会 

  

1 月 ホール行事予定 
1/8(土) 北空知アンサンブル発表会 

1/9(日) 深川市 成人式 

1/16(日) 松野迅ヴァイオリンリサイタル 

 1/23(日) 
アウトリーチ講師による「ガラコンサート」 
み・らいワクワクコンサート 

 1/30(日) 津田ミュージックスクール発表会 

 

  

 

  

★一緒にホール事業の運営のお手伝いをしていただくボランティアＳＴＡＦＦを募集しています！！   

★み・らい友の会に入会して深川の芸術・文化を支えて下さい。そして舞台芸術をもっと身近に楽しみませんか？ 

 会員の方には「ホールニュース」などのお届けや、チケット購入の際の特典をご用意いたしております。  

 年会費 個人：1,000 円 学生：500 円(高校生・大学生) 法人：10,000 円(個人以外) 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、事業が延期・中止になる場合がございます。ご了承下さい。 

¥ 

¥ 

📞 

休館のお知らせ 

12 月 5 日(日) 

臨時休館 館内メンテナンスの為 

12 月 28 日(日)～1 月４日(火) 

年末年始休館の為 

¥ 

¥ 

📞 

子どものひろば クリスマス 

12 月 4 日(土)  

10:00 スタート（開場 9:30）  

入場無料！親子で 5０名限定 

※定員になりましたので整理券の配布 

は終了致しました。 

 

エントランスコンサート ソプラノ＆ピアノ 

12 月 2 日(木)  

開演 19:00（開場 18:30）40 名限定  

チケット 

一般 1,000 円 高校生以下 500 円 

(当日一般 1,300 円 高校生以下 同額) 
 

 

 

音楽劇 みらい SHOW 学校「時をこえて深川」 

12 月 18 日(土)  

開演 14:00（開場 13:00）  

チケット 

一般 1,000 円 高校生以下 500 円 

(当日各 300 円増) 
 ¥ 

📞 

¥ 

¥ 

📞 

¥ 

¥ 

📞 

¥ 

¥ 

📞 

¥ 

 

北空知アンサンブル発表会 

1 月 8 日(土)  

開演 13:00（開場 12:30） 

チケット 入場無料 

北空知の小中高吹奏楽部員によるソロと 
アンサンブルの発表会 

アウトリーチ講師による「ガラコンサート」 

み・らいワクワクコンサート 

1 月 23 日(日)  

開演 14:00（開場 13:00）  

チケット 

一般 1,500 円 高校生以下 700 円(当日各 300 円増) 

(当日各 300 円増) 
 

📞 

¥ 

¥ 

📞 

330 席限定 

330 席限定 


