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【チケット発売所】　
百年記念ホール・役場住民年金係・役
場札内支所・忠類総合支所・カシマ写
真・勝毎サロン・藤丸チケットぴあ
・帯広市民文化ホールチケットらいぶ
・カフェぬかない・酒のきがわ

１/12
◯月・◯祝祝

◇出演　十勝で活躍する邦楽演奏者の皆さん
◇日時　１月12日◯月・◯　祝祝 午後２時
◇場所　百年記念ホール 講堂
◇入場無料
※詳細は１月号に掲載します。

　今年もやります、クリスマスミニコンサート！
　ジングルベルなどおなじみのクリスマスソングや
どこかで聴いたことがあるあんな曲こんな曲。帯吹
から１年間の感謝を込めて皆様へお贈りします。

12/21
◯日日

まっくグランドミュージック Vol.010
「帯広吹奏楽団」クリスマス ミニコンサート

　新春を彩る、箏と尺八の演奏をご堪能ください。

ニューイヤーコンサート
箏と尺八の調べ

12/14
◯日日

◇日時　12月14日◯　日 午後２時　開演
◇会場　百年記念ホール 大ホール
◇出演　福田真樹、長井桂子、あすみ
◇料金　全席自由1,000円（税込）
※未就学児入場不可（託児あり･申込12月４日◯木まで）

　ブギウギ専務として活躍中の上杉周大がヴォー
カルを務める「THE TON-UP MOTOROS」が、北海道179 
市町村ツアーと銘打って全道各地を練り歩き、そ
れぞれの街で熱いライブを
披露します。みなさん、ぜひ
応援してください！！ 

12/ ８
◯月

ＴＨＥ ＴＯＮ－ＵＰ ＭＯＴＯＲＳ
北海道179市町村ツアー

　十勝で活躍するオルガニスト「福田真樹」がお贈
りする、美しくてハッピーなクリスマスコンサー
トです。オルガンの音色とともにヴォーカル・ソプ
ラノの歌声が素敵に響き渡ります。ぜひご家族や
友人など、大切な人と一緒にご鑑賞ください。

福田真樹 presents
クリスマスオルガンコンサート

１/30
◯金金

◇日時　１月30日◯金　 午後７時開演（午後６時30分開場）
◇会場　百年記念ホール 大ホール　◇出演　氣志團
◇料金　6,966円※氣志團からのハートフルな贈り物付き
（税込/全席指定席/３歳以上チケット必要、３歳未満入場不可）
◇発売日　先行発売12月６日◯土　 午前10時～午後２時
　　　　　一般発売12月８日◯月　 午前10時～
◇その他各種サービスに関してはホームページをご覧ください。

　１月から全国ツアーに回る２人が、幕別で単独ライブ
を開催します！「ハイブリッド・インストゥルメンタル」
と名付けられたロックでもクラシックでもない彼らの
斬新な音楽を、この機会に是非お楽しみください！！
◇日時　１月18日◯　日 午後５時開演
◇会場　百年記念ホール 大ホール
◇出演　→Pia-no-jaC←（ピアノジャック）
◇料金　前売全席指定 Ａ席3,800円 Ｂ席3,000円（税込）
※未就学児入場不可（託児の申込は１月８日◯木）

１/18
◯日日

→Ｐⅰａ -ｎｏ -ｊａＣ←
ＰＲＥＭＩＵＭ ＬＩＶＥ 2015 in 幕別

氣志團現象2015 日本全國 HALL GIG TOUR
「週末大パニック！超激突！！」

氣志團 ＨＡＬＬ ＧＩＧ ＴＯＵＲ

３/14
◯土土

　今年のバレンタインは、ＮＨＫ「のど自慢」北海
道専属ピアニストの岩崎和子さんと「魅せるヴァ
イオリニスト」高崎希美さんの甘く優雅な演奏会
をお届けします。
①２月14日◯土　 百年記念ホール 講堂　午後６時30分
②２月15日◯日　 忠類コミュ二ティセンター　午後１時30分
◇料金　一般共通1,000円（当日1,500円）　中学生以下無料
◇発売日　12月１日◯　月 午前10時
※未就学児入場不可

２/14◯土土  

２/15 ◯日日
バレンタインコンサート

岩崎和子と高崎希美のは～もに～
富良野ＧＲＯＵＰ 2015 冬
「夜想曲～ノクターン～」

◇日時　12月８日◯月
　　　　午後３時30分頃 開演
◇会場　百年記念ホール 講堂
◇料金　無料！！　 

◇出演　帯広吹奏楽団
◇日時　12月21日◯日　 午後３時30分
◇場所　百年記念ホール 講堂 
◇入場無料

◇日時　３月14日◯土　 午後７時開演（午後６時30分開場）
◇会場　百年記念ホール 大ホール
◇出演　富良野ＧＲＯＵＰ
◇料金　Ａ席3,500円 Ｂ席3,000円（税込/全席指定席）
　未就学児入場不可（託児の申込は３月４日◯水まで）
◇発売日　一般発売12月１日◯　月 午前10時
◇その他各種サービスに関してはホームページをご覧ください。

　　　　　　「３月11日 東北の被災地で
　　　　　　　　突然　彫刻がしゃべり出した」
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図書館の情報満載。ホームページはこちら

今月の行事

◇おはなし会

ちるどらん
今月はクリスマスお楽しみ会です。
「今月の行事」をみてください。
ババール
今月は20周年記念スペシャルです。
「今月の行事」をみてください。
あっちこっち紙芝居
・12月６日◯土　午前10時30分　
　札内分館
おはなしの小箱
・12月17日◯水　午前10時30分
　ふれあいセンター福寿
おはなしのたね
・12月12日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

◇展示コーナー

幕別町図書館　℡【幕】 54-4488
札内分館    　℡【幕】 56-4888
　（百年記念ホール内）
忠類分館　    ℡【忠】 ８-2930
　（ふれあいセンター福寿内）
《休館日》
・毎週火曜日（祝祝日と重なった時は翌平日）
・図書整理日（毎月最後の平日、今月は12/29）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

12月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

■休館日
■札内分館夜間延長（午後８時まで）

【ふらっとあーと】　本館　　　   
　まくべつカメラ友の会展写真展
　12月３日◯水～28日◯日 

12月の図書特別展示　「冬ごもりしよう。」
　おうちの中にいるときこそ、新しい楽しみを見つけるチャンスですよ！
　12月１日◯月～28日◯日　全館

年末年始休館のおしらせ

12/29◯月　　　　　 月末休館日　　

12/30◯火～１/６◯火　年末年始の休館

平成27/１/７◯水　　通常開館

幕別町図書館 検索

スワディ講座
「版画で作る書票」
オリジナルの書票（自分の本のしるし）を版画で作ります。
日　時　平成27年１月10日◯　土 午前10時～正午
場　所　図書館　本館
講　師　千葉定是さん（札内青葉町在住）
材料費　300円
申込期限　平成26年12月26日◯金
「消しゴムはんこで作るブックカバー」
消しゴムはんこを作ってオリジナルブックカバーを作ります。
①日　時　平成27年１月８日◯　木 午後１時30分～３時30分
　場　所　ふれあいセンター福寿　多目的ホール
②日　時　平成27年１月10日◯　土 午後１時30分～３時30分
　場　所　百年記念ホール　学習室２
　①②とも講師　N＃ｃraftさん（音更町在住）
　①②とも材料費　300円
　①②とも申込期限　平成26年12月26日◯金
「本棚編集講座」
図書館の書棚を文脈的・魅力的に編集しましょう！
日　時　平成27年１月18日◯　日 時間未定
場　所　図書館　本館
講　師　太田　剛さん（慶應義塾大学講師）
申込期限　平成27年１月17日◯土
※いずれの講座も申込先は図書館本館（℡【幕】  54-4488）または

　各図書館カウンターになります。
※講座の詳しい内容・対象・持ち物等は申込先にお問い合わせく
　ださい。各講座定員あり。先着順になります。

　よみきかせの会ババール　20周年記念スペシャル
日　時　12月20日◯　土 午前10時30分～正午
場　所　百年記念ホール　講堂
内　容　第１部　ババール公演(午前10時30分～11時５分)
　　　　スポンジシアター「びっくりたまご」
　　　　エプロンシアター「ジャックと豆の木」ほか
　　　　第２部　たかはし べん　コンサート(午前11時15分～)
　※10時20分までに入場してください。

　ちるどらん　クリスマスお楽しみ会
日　時　12月20日◯　土 午後１時30分～２時30分
場　所　図書館　本館研修室
内　容　絵本、腹話術、影絵、大型紙芝居など

　ぱぺっとくれよん（池田町）　人形劇公演
日　時　12月７日◯　日 午前11時～正午
場　所　ふれあいセンター福寿　多目的ホール
内　容　キルトシアター「がらがらどん」
　　　　人形劇「ポンとコン」ほか
　※いずれの行事も入場無料です。お気軽にお越しください。


