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俳句・川柳
・ファイターズ		勝って元気なる		ファン	（澤谷　博子）
・いろ重ね		枝をはなれる		終の舞	 （市丸　珠己）
・寒い朝			すずしき日差しに			秋来たし	 （及川トシエ）
・台風は			核のある国			寄りとうない	 （箕浦　　眞）
・流れ葉と			共に釣れる			魚かな		 （堀井　　守）
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百年記念ホール・講座

年の瀬に役立つ
パーティー料理講習会
十勝の食材で作るアジア料理講習会
を行います。
12月２日㊎、12月３日㊏

　午前10時～午後２時
ふるさと味覚工房

　（幕別町新和162-128）
※ご希望の方に地図を送付します。
お申し込み時にお知らせください。
各日15人（１人１回）　※先着順
500円
メニュー
水ぎょうざ（中国）
サモサ（インドのじゃがいも料理）
ルーローハン（台湾風豚丼）
11月10日㊍～11月17日㊍
エプロン、三角巾、手ふき
・ ふるさと味覚工房（☎ 57-2001）

発達支援講演会
「ライフスタイルに合わ

せた理解と対応」
「入学したら授業中座っていられるか
な？」「友達と仲良くできるかな？」
「学校に行きたくないと言い始めた」
「子どもが相手に自分の気持ちを伝
えられず困っている」など、お子さん
のことで不安に思ったり、悩んだ経
験はありませんか？
子どもたちを取り巻く環境の変化に
合わせた理解と対応をテーマにした
講演会です。
11月23日㊌　

　午後１時30分～午後３時30分
町民会館		講堂　　 無料

※託児あり（事前申し込み必要）
11月10日㊍まで
講師：こころとそだちのクリニッ
クむすびめ	院長　田中		康雄氏
・ 発達支援センター
　（☎ 54-6533）

合併10周年・開町120年
糠内・駒畠合同公民館まつり

▶芸能発表
地域の皆さんの踊り、保育所園児に
よる遊戯など。
▶特別出演
	・	白い鳥（アコースティックユニットライブ）

	・	むらむらむらあず（よさこい）
	・	明倫小学校全校児童（器楽演奏）
	・	糠内小学校全校児童（子ども獅子舞）

▶バザー・出店
そば、うどん、ゆり根シュークリーム、
ナウマン饅頭の販売、綿あめ、ヨー
ヨー釣りの出店、おもちゃが当たる
無料お楽しみくじなど。
▶大抽選会
温泉宿泊券などの豪華景品が当たります。
▶餅まき
12月４日㊐		午前10時～午後２時
糠内公民館（コミュニティセンター）
糠内出張所（☎ 57-2140）

農業者年金説明会

農業者年金制度の概要、経営移譲年
金・特例付加年金の受給要件・手続き
などについて、北海道農業会議から
講師を招き、説明会を開催します。
農業者年金未加入の方、これから受
給予定の方はぜひご参加ください。
12月１日㊍　午後１時30分～
役場２階会議室

※忠類地域在住の方は、忠類総合支
所から会場まで送迎します。
11月25日㊎まで
事前予約が必要です。電話でお申
し込みください。
・ 農業委員会（☎ 54-6625）
　農業委員会忠類支局（☎ ８-2111）

農業者年金に加入しましょう
農地を持っていない農業者や配偶者、
後継者等の家族従事者の方も加入で
きます。
	・	少子高齢時代に強い積み立て方式
	・	保険料の額は自由で変更も可能
	・	保険料は全額社会保険料控除の対象
	・	農業の担い手には保険料の国庫補助あり
	・	終身年金で80歳までの保証付き

ふれあいクッキング教室
（手間なく簡単メニュー・お米編）

幕別町消費者協会

11月27日㊐　
　午前９時30分～午後１時
百年記念ホール		調理室
20人		※先着順
500円（会員は無料）
メニュー
炊飯器で簡単パエリア／照りマヨ
ご飯ピザ／パン粉がサクサク鶏肉
のステーキ／きのこで体ポカポカ
スープ／米粉チョコバナナケーキ
11月１日㊋～11月10日㊍
エプロン、三角巾、箸
・ 幕別町消費者協会・杉山
　（☎050-3743-6600）

多肉植物の
寄せ植え講習会
誰でも気軽にフラワーアレンジメン
ト感覚で楽しめる講習会です。
11月30日㊌			午前10時～午前11時
百年記念ホール	講堂
18人		※先着順　　 1,500円
町内在住の方
11月１日㊋～11月15日㊋
講師：猪谷美雪氏（㈱イノタニ）

※電話でお申し込みください。
・ 手づくりのまち推進委員会
　（事務局・住民生活課☎ 54-6602）

ガーデニング写真展

個人宅のお庭や玄関先、ベランダな
どで撮影した魅力あふれるガーデニ
ングの写真をお楽しみください。
▶展示スケジュール
11月２日㊌～11月８日㊋
ふれあいセンター福寿
11月９日㊌～11月15日㊋		札内支所
11月16日㊌～11月24日㊍		町民会館
手づくりのまち推進委員会

　（事務局・住民生活課☎ 54-6602）
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美味しいスイーツを作って寒さを吹き飛ばそう！
冬のスイーツ講座
全３回（単発受講可）
①12月12日㊊
②１月23日㊊
③２月６日㊊
午前10時～午後１時
調理実習室
一般12人（応募多数の場合抽選）
1,500円（単発受講の場合は１回500円）

　材料代3,600円（単発受講の場合は１回1,200円）
メニュー
①バナナのロールケーキ
②三種類のナッツを使ったクッキー
③ハートのガトーショコラ、小倉あんとチョコの羊かん
※内容は変更となる場合があります。
12月５日㊊まで
エプロン、バンダナ、布巾等
講師：西井	裕美氏（「お菓子教室Hiromi」主宰）

ワイヤーとペンチでLet'sチャレンジ！
初めてのワイヤーアクセサリー講座
全３回（単発受講可）
①11月26日㊏
②12月17日㊏
③１月21日㊏　
午前10時～正午
木工芸室
一般９人（応募多数の場合抽選）　
1,500円（単発受講の場合は１回500円）　材料代500円
（単発受講の場合、1回200円）
カリキュラム
①らせんペンダント作り
②指輪作り
③アルファベット（イニシャル）アクセサリー作り

※内容は変更となる場合があります。
11月19日㊏まで
講師：DaiK	氏（「ワイヤーアクセサリー工房DaiK」代表）

※画像はイメージです※画像はイメージです

※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も公開し
ています。

PN.晩秋

PN.はるはる

イラスト ▶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。
11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）

12月号の表紙題字募集 

▶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！
11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。

■10月号クイズの正解 　②№777
■10月号当選者　（応募14通・正解14人）
西田恵子さん、松本郁美さん、坂口悦子さん、阿部政利さん

11月号
クイズ 

日ハム応援大使が、幕別町に来る日
はいつですか？
①11月19日 ②11月20日 ③11月21日

Q
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図書館・今月の行事と催し
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・
▶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）
※11月の休館日：１日㊋、８日㊋、
15日㊋、22日㊋、29日㊋、30日㊌

【休館日】

おはなし会

▶ちるどらん
11月10日㊍　午前10時　
図書館本館研修室

▶ババール
11月26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
11月５日㊏、11月19日㊏

　午前10時30分
図書館札内分館

▶おはなしのたね
11月25日㊎　午後４時　
ふれあいセンター福寿　

スワディ講座   「指ヨガ」

指ヨガは、呼吸法とともに手指を刺
激することで、全身の血行を促進し、
心身のバランスを整える健康法で
す。いつでもどこでも簡単にできる
指ヨガを覚えてみませんか？
▶忠類分館
11月４日㊎		午後１時30分～午後３時
10月30日㊐まで

▶札内分館
11月23日㊌㊗		午後１時30分～午後３時
11月19日㊏まで
20人	※先着順	　 無料　
ハンドタオル
講師：生駒　美恵子氏

（龍村式指ヨガインストラクター）
※各館に直接お申し込みください。

まくバス 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、まくバスに乗って
映画や落語DVDを見に図書館へ！
▶落語DVD「ワザオギ落語会」（100分）
　古今亭駿菊、柳家喜多八、笑福亭鶴光
12月１日㊍　午前10時30分
図書館本館研修室　 無料

※お茶・コーヒー（無料）があります。

新刊案内

▶児童書
　・	バーバパパのコミックえほん（全6巻）
　・	こどもの気持ちがわかる絵本
　・	おばけがかつやくするお話
▶一般書
　・	書くスキルや文章術の本
　・	買わせる心理やマーケティング本
　・	政治入門・選挙・民主主義の本
　・	科学や人体の小さな図鑑

カコ本市（古本交換市）

図書館で除籍した本を自由に持ち帰
ることができます。
11月13日㊐～19日㊏
図書館本館	　 １人１日30冊まで

※自宅の本の寄贈も受け付けます。
※百科事典、文学全集、マンガ、雑誌の
　交換はご遠慮ください。

11/2㊌～ 11/27㊐
第４回Ｉlove まくべつ
フォトコンテスト

11月2日㊌～27日㊐
【応募作品テーマ】
　「幕別ときめきショット」１人1点
　【応募方法】
　写真（A4サイズ限定・フィルムカメ
ラ、デジタルカメラ、携帯電話で撮
影したもの）に専用の応募用紙を
貼り、持ち込みまたは郵送で応募
してください。

※入賞作品には記念品を進呈します。
※応募用紙は、ホームページからも
ダウンロードできます。

　【展示期間】12月１日㊍～19日㊊
　【展示場所】百年記念ホールギャラリー
　【入賞発表】12月11日㊐　
※入賞者に直接通知、ホームページ
で発表します。

※最優秀作品は、賞状と２万円相当
の副賞、入賞作品にはそれぞれ賞
状と副賞を進呈します。

12/18 ㊐
クリスマスジャズライブ 2016
道内各地で活躍するジャズスクール
の子ども達が盛大にコンサートを行
います。可愛くも迫力ある演奏に驚
くこと間違いなしです！
出演／札幌ジュニアジャズスクール、
Mt,Youtei	Jr,	JAZZ	School、広尾サン
タランド・ジャズスクール、砂川キッ
ズジャズスクール、まくべつジュニ
ア・ジャズスクール
12月18日㊐　午後１時30分開演
百年記念ホール	大ホール
500円

12/10㊏

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。席が必要な場合はチ
ケットが必要。

清水ミチコ
30th anniversary

「ひとりのビッグショー」11月の特別展示テーマ
「みんなで歌おう、奏でよう♪」
楽しい音楽のお供
に、こんな本はい
かがでしょう？
11月２日㊌～

　11月28日㊊
図書館本館、札内
分館、忠類分館

ひとつのテーマで３冊を紹介する図書館ホームページのコーナー「三冊
堂」から、おすすめの本をピックアップ。
▶テーマ「秋の夜長…夜中？」

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　
【プレイガイド】

イープラス　http://eplus.jp
チケットぴあ
0570-02-9999（P.300-366）
ローソンチケット
0570-084-001（L.11465）

十勝の音楽を愛する人達が、共通の
目的のため、心を一つにして取り組
んでいます。
出演／MYU、OYAJI3、カンファミ、
YOSIKEI、十勝100スタメンバー
11月27日㊐　午後１時開演
百年記念ホール	講堂
入場無料

まっくグランドミュージック Vol.019
十勝100人でSTARTを弾こう！

11/27㊐メルマガ会員募集中!!

百年記念ホールでは、公演の最
新情報をいち早くお知らせする
メール配信サービスの会員を募
集しています。
月１回の定期配信のほか、新着情
報を随時配信しています。ぜひご
登録ください。

▶携帯電話・スマートフォン
での登録方法

①右記のQRコード
を読み取ってく
ださい。

②画面に表記されるURL「メール
作成⇒http://dr.quel.jp…』を
クリック。

③「メール作成画面はこちら」の
文字をクリック。

③本文には何も入力せずにメー
ルを送信してください。

④百年記念ホールから届くメー
ルの本文内にあるURLにアク
セスしてください。

⑤登録フォームの各項目に入力
し、最後に「登録」ボタンを押す
と登録完了です。

▶パソコンでの登録方法
①m100tou roku＠c l84 . a sp .
cuenote.jpに本文に何も入力せ
ずメールを送信してください。

②百年記念ホールから届くメー
ルの本文内にあるURLにアク
セスしてください。

③登録フォームの各項目に入力
し、最後に「登録」ボタンを押す
と登録完了です。

※会員登録が終わると「本登録完
了」のメールが届きます。メー
ルの本文内にあるパスワード
はログインや退会する際に必
要になりますので大事に保管
してください。

「ネコヅメのよる」
（町田尚子	著）

猫たちの秘密、教えます
―。愛猫家としても有名
な画家、町田尚子が贈る
ファンタジックな猫たち
の夜。猫が苦手な方も、猫
の世界を感じてください。

カリーナと３羽のふくろ
うが働く夜の図書館。ど
うぶつたちがやってきて
読書を楽しみますが―。
寝る前の読み聞かせに
ぴったりの絵本です。

「よるのとしょかん」
（カズノコハラ	著）

「昼には見たことのない
学校の持つ別の顔」を
テーマに綴った１冊。添
えられたモノクロの写真
が想像力を掻き立てます。

「０時に教室で」
（鈴木美貴	著）

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、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※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/）

日本ハムファイターズ読書応援企画展示
「グラブを本に持ちかえて」
「宇宙」をテー
マに、栗山監
督と選手18人
のおすすめ本
を紹介してい
ます。
▶忠類分館
10月22日㊏～11月10日㊍

▶図書館本館
11月14日㊊～11月28日㊊
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