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今月の行事

【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・かふぇぬ
かない・酒のきがわ・音更町文化センター

ちるどらん

・２月11日◯木・◯祝　 午前10時
　幕別町図書館　研修室

ババール

・２月27日◯　土土 午前10時30分　
　百年記念ホール　視聴覚室

あっちこっち紙芝居

・２月６日◯土土、20日◯土土 
　 午前10時30分　札内分館

おはなしのたね

・２月19日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

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２/29）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

２月
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■休館日
■札内分館夜間延長（午後８時まで）

◇展示コーナー

街角ギャラリー
「千葉定是年賀状展」 「幕別町絵手紙合同展」
　全国の孔版画愛好者の年
賀状作品と、今年届いた年
賀状を展示します。過去の
申年の版画の年賀状作品も
合せて展示します。
◇出展　千葉 定是
◇期間　２月10日◯水～15日◯月

◇時間　午前９時～午後６時
（２月15日は午後４時まで）

◇おはなし会
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◇日時　４月28日◯木　 午後７時開演
◇出演　戸田 恵子、渡辺 えり
◇料金　Ａ席6,000円、Ｂ席5,500円（当日500円増）
【先行発売】２月14日◯ 日 午前10時～午後２時限定
※百年記念ホールのみでの取り扱いとなります。

【一般発売】２月18日◯　木 午前10時～

　渡辺えりが60歳にして初めて戸田恵子とミュー
ジカルで共演。皆さま、どうぞご期待ください！

　 

奥 華子 10th Anniversary Concert in 幕別～弾き語り～

10万人が足を止めた魔法の声

２/21◯日日

第30回 全道勝ち抜き歌謡選手権
十勝地区大会

◇日時　４月23日◯土土　 午後１時開演
◇会場　百年記念ホール 大ホール
◇ゲスト　チェウニ
◇発売　２月22日◯月　 午前10時～
◇料金　全席自由2,500円（当日500円増）
問　イベントセンターヒット（℡ 011-775-6252）

幕別町文化講演会
映画「みんなの学校」上映会バレンタインコンサート 2016

①２月６日◯土土　 百年記念ホール 講堂 午後６時
②２月７日◯日　 忠類コミュ二ティセンター 午後２時

２/６◯土土
２/７◯日日

◇出演　佐々木源市（ベース）、モトコ（ヴォーカル）、奥野
　　　　義典（ギター）、NANA（ピアノ）、館山健二（ドラム）
◇料金　一般共通1,000円
　　　　中学生以下無料 ※ワンドリンク付（ソフトドリンク）

Piano One Circuit 2016
～Here I Come,MAKUBETSU!～

３/ ４
◯金金

◇日時　３月４日◯金　 午後７時開演
◇会場　百年記念ホール 講堂
◇出演　澤田 かおり
◇料金　全席自由2,800円 
　　　　（当日500円増）

　
◆２月の図書特別展示
　「オトナだって絵本！！」
　絵本は子供のよむもの？いいえ、大人
　だからこそ楽しめるものだってあるのです！
　
　２月１日◯月～28日◯日　 全館

　佐々木源市が、札幌を代表するサックスプレイヤー・ドラ
マーと地元帯広ミュージシャンをバックにモトコの素敵な
歌の世界を演出！どうぞ、皆様！お楽しみください！

　全道勝ち抜き歌謡選手権十勝地区大会を開催し
ます。出場を希望される方は、下記問い合せ先まで
ご連絡ください。

　不登校も特別支援学級もない 同じ教室で一緒に学
ぶふつうの公立小学校の みんなが笑顔になる挑戦

◇日時　２月28日◯日　 午後２時開演　 
◇会場　百年記念ホール 大ホール
◇入場料　無料、入場整理券は２月３日◯水より配布
◇配布場所　教育委員会、百年記念ホール、役場住
　民年金係、忠類総合支所、札内支所、糠内出張所
◇主催　教育委員会、NPO法人まくべつ町民芸術劇場

◇日時　２月21日◯　日 午後６時開演
◇会場　百年記念ホール 大ホール
◇出演　奥 華子
◇料金　全席自由3,000円（当日500円増）
※未就学児の入場不可
　（託児申込は２月11日◯木まで）

～ 奥 華子 ～
関東を中心に１年間で２万枚の自主
制作ＣＤを手売りする等、驚異的な
集客力の路上ライブが話題になり、
2005年メジャーデビュー。劇場版ア
ニメーション「時をかける少女」の主
題歌となった『ガーネット』で注目を
集める。

◆「幸せのしずくであつめるみんなの詩」
　～浅井美紀写真パネル写真展～　好評開催中！！
　◇巡回スケジュール　　１月22日◯金～２月11日◯木
  　　　　　　　　　　　２月13日◯土～２月28日◯日
　　　　　　　　　　　　（２月12日はパネルの移動日）
　　作品を３グループに分けて本館・札内分館・忠類分館の３館で巡回中。
　◇全体展示（本館のみ）　３月２日◯水～３月７日◯月　

　
◆３月の図書館行事のご案内　

　東部４町図書館交流連携事業2016

　「北海道新幹線“はやて”で行く駅弁づくりの旅」
　３月26日の北海道新幹線開業にあやかったイベントを東部４町の図
　書館で開催します。すごろくクイズに答えて「駅弁」を完成させてく
　ださい。達成者にはすてきなプレゼントがあります。詳しくは広報３
　月号でお知らせします。
　期間　３月12日◯土～３月27日◯日　　全館

　和製キャロル・キング、永遠のＰＯＰＳのＤＮＡ
を受け継ぐ現代のピアノポップ・シンガーソング
ライター！

ミュージカル わがまま４/28
◯木木

　心のこもった絵手紙作品の
数々をお楽しみください。
◇出展　「絵手紙サークル   
　のどか」「さつない絵手紙
　風」「夢手紙の会」「絵手紙
　三荷葉」「いきいきエン
　ジョイ教室」の皆さん
◇期間　２月17日◯水～22日◯月
◇時間　午前９時～午後３時
（初日は午後１時から、最終
日は午後３時まで）

◎会場　百年記念ホール ギャラリー ◎観覧無料

２/28
◯日日

４/23
◯土土

　

　平成28年10月１日に発行する町民文芸誌の原稿を募集しています。
◆応募資格　　町内在住の方、または幕別町にゆかりのある15歳以
　　　　　　　上の方です。
◆応募作品　　●小説、戯曲 各50枚以内　●童話、民話、物語 各20
　　　　　　　枚以内　●俳句、川柳 各５句　●短歌 ５首　●詩 
　　　　　　　40行以内　などの制限があります。
◆応募上の注意
・未発表のものに限ります。同一ジャンルは１人１編です。ジャンル
　名を必ずお書きください。
・原稿用紙（26字×22行）は、編集委員会指定（赤罫線）のものをご使
　用ください。
・投稿者からの協力金をお願いしております。
・詳細はお問い合わせください。
◆原稿締切日日　３月31日◯木
◆原稿採否　　編集委員会で決めさせていただきます。
問　幕別町図書館文芸誌事務局(幕別町図書館内・℡【幕】 54-4488)

町民文芸「まくべつ」第32号原稿募集のお知らせ

町民文芸「まくべつ」第31号も好評発売中です
～　特集「幕別生まれの作曲家
　　万城目正の生涯と作品（上）」　～　
・１冊500円
・販売先：図書館（本館・札内分館・忠類分館）、
　役場住民年金係、忠類総合支所生涯学習課、
　札内支所、糠内出張所

【ふらっとあーと】本館
　「ふたごの、展示会 Chocolate」
　チョコレートをテーマにした写
　真とブローチの２人展
　２月４日◯木～２月22日◯月


