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様々な国の味を我が家で味わおう！
世界のお料理講座

全５回（単発受講可）
　①９月28日㊌（韓国料理）
　②10月８日㊏（アメリカ料理）
　③11月23日㊌（ベトナム料理）
　④12月10日㊏（ケニア料理）
　⑤平成29年１月25日㊌（台湾料理）　
　午前10時～午後１時

調理実習室（試食＆講義は学習室）
一般12人
2,500円

 　（単発受講の場合は１回500円）
　材料代5,000円
　（単発受講の場合は１回1,000円）

９月21日㊌まで
エプロン、バンダナ、布巾等
講師

　①梁
ヤン

　美
ミ エ

恵氏（韓国料理）
　②ダニュエルバンハート氏
　　（アメリカ料理）
　③グエン･ティ･トゥイ氏（ベトナム料理）
　　チャン･ティ･マイ氏、藤原健嗣氏
　④エサンタス グマ氏（ケニア料理）
　⑤ソフィア･チェン氏（台湾料理）

ぶどう柄の３Ｄ（立体）額を作ろう！
敬老の日に
秋をプレゼントしよう！

９月18日㊐　午前10時～正午
学習室２
小学生12人（一般受講可能）
小学生200円、一般500円

　材料代1,000円
９月11日㊐まで
作業できる服装等
講師：岡崎　智鶴子氏

　（「デコパージュ趣味の会」講師、
　十勝自然史研究会会員）

学んで、観て、食べて初秋の東十勝を満喫！
大人の社会見学（東十勝編）

９月９日㊎　
　午前９時～午後４時10分

本別・浦幌方面
一般30人
600円（弁当希望者＋1,000円 ）
タイムスケジュール

 　９：00　幕別町百年記念ホール出発
 　９：15　町民会館前 出発
　10：00　道の駅 ステラ☆本別 
　10：30 　浦幌フリーズドライ㈱ 
　11：25 　本別公園
　12：00 　昼食会場「からまつ」
　13：40 　㈱エムケイ
　14：40 　浦幌　道の駅
　15：45　 町民会館前 到着
　16：00 　幕別町百年記念ホール到着
※内容は変更となる場合があります。

９月４日㊐まで
帽子、雨具、昼食（弁当希望者以外
の方）等

※各講座申し込み多数の場合は抽選になります。　 ・ 百年記念ホール（☎ 56-8600）

町のホームページでカラーで
公開しています。

PN.初秋
PN.マメ

イラスト

俳句・川柳
・つまずいて  気の遠くなる  痛さかな  （及川トシエ）
・釣り人が  山の女と  たわむれる　　  （堀井　　守）
・友たづね シニアのアパート 華みえず（澤谷　博子）
・街路樹   今ぞとばかり   緑はる　　　（市丸　珠己）

▶応募方法　ハガキ・メールに①クイズの答え②住
所③氏名④年齢⑤「広報まくべつ」についてひと言 を
記入して応募してください。正解者の中から抽選で４
人に500円分の図書カードをプレゼント！

９月15日㊍まで　　 ・ 政策推進課「広報クイズ」係
　（〒089-0692 幕別町本町130番地１／☎ 54-6610）

koho@town.makubetsu.lg.jp
※メールで応募の場合は件名を「広報クイズ応募」としてください。

■８月号クイズの正解 
　①10月24日
■８月号当選者
　（応募10通・正解10人）

野尻麻衣さん
田中昌代さん
水野弥寿さん
外木　雄さん

９月号
クイズ 

平成27年度のふるさと寄附件数は、昨
年より何件増えましたか？
①45件　②450件　③4,500件

Q
▶応募方法　ハガキに黒字で大きく

「まくべつ」と横書きし、① 住所 ② 氏
名 ③年齢を書いて応募してください。
題字に採用された方に500円分の図書
カードをプレゼントします。

９月15日㊍まで
・ 政策推進課「広報題字」係

  （〒089-0692 幕別町本町130番地１ 
☎ 54-6610）

10月号の表紙題字募集 

百年記念ホール・講座

第39回
まくべつ産業まつり

合併10周年・開町120年

百年記念ホール前広場特設会場

10月2日日

▶ステージイベント
10：00 開会セレモニー  豊穣太鼓（幕別文化倶楽部）

10：30 江陵高等学校吹奏楽部演奏

11：05 ライブステージ

12：30 ものまねステージ（ほいけんた）

13：20 歌謡ステージ（芹  洋子）

※ごみの持ち帰りにご協力
ください。

※飲酒運転は絶対におやめ
ください。

※安全確保と衛生管理のた
め、ペットを連れての入
場をお断りします。

※路上駐車等は、近隣の住
民に迷惑になるほか、緊
急災害時の安全確保の妨
げになりますので、絶対
におやめください。

女子かぼちゃ投げ大会

現ナマキャッチャー

野菜の即売会

▶ゲーム
10：20 プレート落とし （小中学生対象）先着15人

10：20 パークゴルフお楽しみ会 先着100人

11：00 女子かぼちゃ投げ大会 （中学生以上）先着100人

11：10 お菓子キャッチャー （小学生以下）

11：30 現ナマキャッチャー （中学生以下）※有料
※各ゲームの受け付けは当日会場で開始30分前に行います。

※雨天決行

百年記念
ホール

国道38号線
●十勝の杜病院

●白人小学校
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主催：第39回まくべつ産業まつり実行委員会／共催：幕別町、幕別町商工会／協賛：幕別温泉パークホテル悠湯館、十勝幕別温
泉グランヴィリオホテル、ナウマン温泉ホテルアルコ236

幕別町観光物産協会事務局（商工観光課内・☎ 54-6606）※土・日曜、祝日☎ 54-2111

【催し】　▶観光物産協会個店　▶即売会（農協による新鮮野菜、
忠類地域特産品）　▶幕別町商工会青年部　▶幕別産和牛試食
販売　▶牛乳消費拡大キャンペーン　▶ポニー馬車（小学３年
生以下） ※先着100人　▶コミバス展示　▶消防車等展示、救
助体験（小学生以下）　▶各種団体PR（ひまわりの家、アイヌ文
化伝承保存会、共同募金、幕別町赤十字奉仕団ほか）
※今年度フリーマーケットは実施いたしません。

忠類‐駒畠‐糠内‐幕別‐産業まつり会場

９月29日㊍まで 　 ・ 商工観光課（☎ 54-6606）

連絡
バス

●行き
8：30  ふれあいセンター福寿発
8：45  駒畠出張所
9：00  糠内出張所　
9：20  幕別町役場
9：45  会場着

●帰り
14：30  会場発
14：50  幕別町役場
15：10  糠内出張所
15：25  駒畠出張所　
15：40  ふれあいセンター福寿着

ほ
い

け
んた（ものまねステージ）

芹
  洋

子（歌謡ステージ）

要予約
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今月の行事・催し

図
書
館

・
▶図書館本館（☎ 54-4488）
　開館時間：午前10時～午後６時
▶札内分館
　（☎ 56-4888・百年記念ホール内）
　開館時間：午前10時～午後６時
　（木曜は午後８時まで）
▶忠類分館
　（☎ ８-2930・ふれあいセンター福寿内）
　開館時間：午前10時～午後９時

http://mcl.makubetsu.jp/

火曜（祝日の場合は翌平日）、年末
年始、図書整理日（毎月最終平日）
※９月の休館日：９月６日㊋、13
日㊋、20日㊋、27日㊋、30日㊎

【休館日】

　　おはなし会

▶ちるどらん
９月８日㊍　午前10時　
図書館本館研修室

▶ババール
９月10日㊏　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
９月３日㊏、９月17日㊏

　午前10時30分
図書館札内分館

▶おはなしのたね
９月23日㊎　午後４時　
ふれあいセンター福寿　

やさいづくり教室

野菜づくりの裏技が満載のDVDで
おいしい野菜づくりのコツを学びま
しょう。ちょっとしたアイデアやヒ
ントで家庭菜園が楽しくなります。
講師が家庭菜園についてのお悩みや
質問にもお答えします。

９月25日㊐　午前10時30分～正午
図書館本館研修室
40人  ※先着順　　 無料
講師：農山漁村文化協会職員

コミバス de 映画会・
コミバス de 落語上映会

毎月１日のコミバス無料デー（土、日
曜・祝日は翌運行日）は、コミバスに
乗って映画や落語DVDを見に図書館
へ！奇数月は映画、偶数月は落語を
上映します。
▶映画「そして父になる」（125分）

主演：福山雅治ほか
９月１日㊍　午前10時30分
図書館本館研修室

▶落語DVD「ワザオギ落語会」（120分）
　春風亭栄助、三遊亭白鳥、瀧川鯉昇、

橘家圓太郎
10月３日㊊　午前10時30分
図書館本館研修室

※お茶・コーヒー（無料）があります。

【募集】Edit幕別2016
～編集力養成講座～

幕別町の文化・歴史・自然、多彩な人、
ユニークな物、かけがえのない事な
どを編集し、インターネット上で公
開 し た り 、図 書 館 の 本 棚 構 成 や イ
ベント企画などの活動を担ってい
る「まぶさ」（まくべつBOOKサポー
ター）の第２期生を募集するため、編
集力養成講座を実施します。
▶リアル講座（全５回）
　講師による教室形式の講座。

①10月９日㊐
　②11月12日㊏
　③12月10日㊏
　④平成29年１月21日㊏
　⑤平成29年２月12日㊐
　午後１時～午後３時
※④、⑤は進行状況により日程が変

更する場合があります。
図書館本館研修室　　 無料

▶インターネット講座　
上記期間内で実施

高 校 生 以 上 で 、図 書 館 の サ ポ ー
ターとして協力していただける
方、インターネットに接続できる
環境とパソコンをお持ちの方
編集術基礎、取材・インタビュー

　術、ブログ（原稿）作成術、カメラ撮
　影術、文脈的本棚構成術、物語術など

講師：太田　剛氏
　幕別町図書館アドバイザー／図書

館と地域をむすぶ協議会チーフ
ディレクター／慶應義塾大学講師
／編集工学機動隊ギア（2013年設
立）代表

　編集工学研究所（松岡正剛所長）で
23年間、多様なメディア制作から
地域活性化プロジェクト、企業コ
ンサル、システム開発まで編集工
学を切り口に幅広く活躍。全国で
図書館を核にした地域づくりを支
援している。

※詳細は図書館ホームページでご確
認ください。

よむよむサポーター
養成講座

「マイファーストブックサポート※」
の会場で、絵本の読み聞かせを行う
サポーターを募集します。
※赤ちゃんの豊かな心を育てること
を目的に、赤ちゃんに絵本を１冊プ
レゼントする取り組み。

①９月21日㊌　読み聞かせ基礎編
　②９月28日㊌　年齢（月齢）別の本の紹介
　③10月12日㊌　親と子に対する接し方
　④10月19日㊌　絵本の読み合い
　午後１時30分～午後３時

図書館本館研修室　 無料
講師：梶澤弘子氏、 帯広図書館友の
会代表ほか

※初心者の方大歓迎。お子さんへの絵
本の読み聞かせにも役立つ内容です。

９月の特別展示テーマ

作家の素顔
小説・物語を書く人はどんな人なの
でしょう？
意外な素顔がわかるかも！

９月１日㊍～９月29日㊍
図書館本館・札内分館・忠類分館

図書館本館でストレス測定
実施中！
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10/2㊐
スーパーライブ 笑○in幕別
出演／ドランクドラゴン、ナイツ、イ
ンスタントジョンソン、どぶろっく、
あばれる君、ゆってい

10月２日㊐　午後４時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定3,500円

※未就学児膝上観覧無料

9/5㊊
劇団チョコレートケーキ第27回公演
治天ノ君
出演／劇団チョコレートケーキ

９月５日㊊　午後７時開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定
Ａ席3,000円（当日3,500円）
Ｂ席2,500円（当日3,000円）

百年記念ホール、役場戸籍住民係、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

チ ケット
発売場所

百 年 記 念
ホ ー ル H P

9/19㊊ 22㊍ 24㊏

第7回十勝チロット音楽祭
究極のクラシックコンサート
▶クラシック入門コンサート

９月19日㊊㊗　午後４時開演
百年記念ホール 大ホール
全席自由席1,000円（当日500円増）

　中学生以下無料
▶達人たちによる究極のコンサート

９月22日㊍㊗　午後６時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席自由席2,000円（当日500円増）

　中学生以下500円
ミュージックキャンプレッスンコンサート
▶クラシック入門コンサート

９月24日㊏　午前11時開演
百年記念ホール 大ホール
全席自由席1,000円（当日500円増）

　中学生以下無料

9/30㊊ ～10/6㊍
加藤修治写真展
 彩

いろどり

 ∴
ゆえに

 ∞
むげんに

 響
ひびく

フィルムと印画紙焼付による深い味
わいをご覧下さい。

９月30日㊎～10月６日㊍
　午前９時00分～午後６時00分
※最終日は午後５時まで
※火曜日は休館日

百年記念ホール 大ホール
無料

CRAZY KEN BAND TOUR
香港的士 2016

10月３日㊊　午後６時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定6,900 円

※入場年齢制限なし
　（４歳未満でも入場されるすべてのお

子様は、チケットが必要となります。）

10/3㊊

10/16㊐
20th Anniversary
PUFFY TOURISTS社で行く
PUFFYTOURS ホールで覚醒

10月16日㊐　午後６時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定5,500円

※３歳以上有料、３歳未満入場無料
　（席が必要なお子様は、チケットが
　必要となります。）
※託児は公演日の10日前までにお申

し込みください（無料）
※一般販売はWEB限定で発売中

10/20㊍
藤陵雅裕  Quartet
 LIVE in 幕別 2016
出演／藤陵雅裕 Quartet

10月20日㊍　午後７時開演
百年記念ホール 講堂
2,500円（当日3,000円）

※未就学児入場不可
　（託児申し込みは10月10日㊊まで）

11/17㊍
Fumiya Fujii
CONCERT TOUR 2016
大人ロック

11月17日㊍　午後7時開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定8,300円

※３歳以上入場可、但しチケット必要
※託児（無料）をご希望の方は公演日

の10日前までにお申し込み下さい。
※一般販売WEB限定　
　9月25日㊐  午前10時

先行予約受付
９月１日㊍～９月17日㊏

【先行予約申し込み方法】
●必ず往復はがきで申し込んで下さい。
　（はがき1枚で４人まで申し込み可）
●往信部裏面と返信部宛名面に郵便番

号、住所、氏名を記入してください。
●往信部裏面に電話番号と購入希望

枚数を記入してください（返信部裏
面には何も記入しないでください）。

●チケットはすべて代引き発送（代
引き手数料500円）。
〒089-0563

　中川郡幕別町字千住180番地
 　幕別町百年記念ホール
　「藤井フミヤコンサートチケット」係
※応募者多数の場合は抽選

10/12㊏

12月10日㊏　午後４時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定5,800円

※３歳以上有料
※３歳未満のお子様は、保護者１名に

つき１名まで膝上鑑賞可
　（席が必要なお子様は、チケットが

必要となります。）
※一般販売：9月10日㊏  午前10時

「ひとりのビッグショー」
清水ミチコ
30th anniversary

百年記念ホール・公演案内

※価格は全て税込みです。   ・ 百年記念ホール（☎ 56-8600  56-8602  info@m100.jp  http://m100.jp/）
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