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年明けは１月６日㊎から開館します。
2017年も、皆さまのご利用をお待ち
しています。

昨日よりきれいな私になろう！
美～☆ＵＰ講座

①２月13日㊊ 、 ②２月20日㊊　
③３月６日㊊ 、 ④３月13日㊊　
⑤３月27日㊊
午前10時～午後０時 （全５回）
控室２
一般10人（応募者多数の場合抽選）
2,500円（材料代1,800円 お手入れ
便利セット)
２月６日㊊まで
メイク道具、タオル、筆記用具など
講師：上田　優香氏

　（「Beautyエステ&メイクサロン
D a i s y 」主 宰 、コ ス メ コ ン シ ェ ル
ジュ&スキンケアアドバイザー）

冬はやっぱり雪あそび！
雪ン子キッズ大集合！

２月５日㊐　午後１時
百年記念ホール前広場
小学生以下50人

　（未就学児は保護者同伴）
無料（要申し込み）
雪上かるた大会、スノーキャンド

　ル作り、そりあそびなど
※外で遊べる服装でご参加ください。

天候により内容を変更する場合が
あります。
１月29日㊐まで

2/26㊐
まっくグランドミュージックVol.20
春待ちコンサート
～柔らかなギターの響きに乗せて～
結成23年目の男性３人女性５名のク
ラシックギターアンサンブル。色々
なジャンルの曲をお聴かせします。
出演／アスタマニャーナ

２月26日㊐　午後４時開演
百年記念ホール  講堂
入場無料

1/22 ㊐
ニューイヤーコンサート
箏
こ と

と尺八の調べ
新春を彩る、箏、尺八、三味線の演奏
をご堪能ください。
出演／邦楽ユニット「奏（sou）」

（箏）五十嵐くみ、小松忍、残間美樹、
　　 半谷佳香、渡辺優子

（尺八）粥川愛山、澤井仁山、米澤武山
（三味線）酒井保行

１月22日㊐　午後２時開演
百年記念ホール 講堂   入場無料

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/）

2/11㊏

北海道歌旅座の歌姫・JUNCOと奈
梨子が贈る、ありのままの音楽会、

「オールド・アンド・ニュー」。過去と
明日を純麗な旋律でつなぐステージ
を、心ゆくまでお楽しみ下さい。

２月11日㊏　午後２時開演
百年記念ホール 講堂
1,000円（当日500円増）全席自由

※未就学児入場不可。
　（託児申し込みは公演日の10日前まで）

JUNCO&NARIKO
OLD&NEW

お正月はみんなでプチ講座を楽しもう!
お正月だよ、全員集合！
お正月を楽しむイベントを開催しま
す。お友達を誘って遊びに来てね！

１月15日㊐　午後１時～午後４時
講堂、和室２
小学生（当日自由参加、未就学児は
保護者同伴）
受講料無料（材料代実費負担、無料
コーナーもあります）
自由遊びコーナー、お正月ラクガキ
ウォール、オセロゲーム、トランプなど

※内容を変更する場合があります 。
講師

磯谷　恵氏…トリ年ストラップ作り
三浦由紀子氏…
羊毛ぴよぴよマグネット作り
三浦将宏氏…お正月折り紙パラダイス
松川利雄氏…開運コマ作り！
新屋敷清志氏…百人一首を楽しもう！

改修工事のため、１月11日㊌～２月28日㊋は大ホールが利用できません。ご不便を
お掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。工事の進みぐあいにより、工事期
間が変更になることがあります。　 教育委員会生涯学習課（☎ 54-2006）

１月11日㊌～２月28日㊋
百年記念ホール大ホール
改修工事を行います

第28回まくべつ絵画展
出展者募集中！

【応募作品】油彩、水彩、パステル画等
１人２点（号数自由）

【応募資格】高校生以上の方
【応募期限】１月20日㊎
【展示期間】１月27日㊎～１月30日㊊

午前９時～午後６時（最終日午後３時）
【展示会場】　百年記念ホール 講堂

※応募用紙はホームページからもダ
ウンロードできます。

図書館  今月の行事と催し 百年記念ホール  講座・イベント

百年記念ホール  公演案内

・
▶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）
※１月の休館日：１日㊐～５日㊍、
10日㊋、17日㊋、24日㊋、30日㊊、
31日㊋

【休館日】

　　おはなし会

▶ちるどらん
　お休み　

▶ババール
１月28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
１月７日㊏、１月21日㊏

　午前10時30分
図書館札内分館

▶おはなしのたね
１月20日㊎　午後４時　
ふれあいセンター福寿　

1月の特別展示テーマ
「ようこそ日本へ」

新しい年、日本の
魅力を再発見！

１月６日㊎
～１月29日㊐

図書館本館
　札内分館
　忠類分館

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」（110分）
　三遊亭兼好、三遊亭円丈、柳家権太楼

２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。

人形劇団みみず（帯広市）
忠類公演

毎年大好評の人形劇を今年も開催し
ます。大人も子どもも大歓迎。

１月11日㊌　午前10時～午前11時
ふれあいセンター福寿　 無料
・ モーこんなところ

　　にコンコンコーン
　・ オニのおにごっこ

忠類分館
※お気軽にお越しください。

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「大切に思うこと、愛すること」

「わが心のジェニファー」（浅田 次郎 著）
日本びいきの恋人・ジェニファーから、結婚を承諾
する条件として日本へのひとり旅を命じられたア
メリカ人青年のラリー。慣れない日本で独特の行
動様式に戸惑いながら旅を続けるうちに…。

「日本の伝統行事」（村上 龍 著）
正月のすべて、ひな祭りの温もり、七夕の美しさ…。
日本の伝統的行事は歌や踊り・祈りなど儀式的な
行為をすることで、その価値を自ら確認し、内外に
伝えるコミュニケーションの手助けとなる。

「サイロ  子どもの詩」
（小田豊四郎記念基金児童詩誌サイロの会 編集）

2010年に創刊50周年をむかえた児童詩誌『サイ
ロ』の掲載作品を精選し、「家族」「友だち」「いのち」
などのテーマ別に収録。谷川俊太郎の詩、池澤夏樹
による寄稿文なども収録。

新刊案内

▶児童書
 ・ 世界がおどろいた！
　のりものテクノロジー（全３巻） 
 ・ はたらくじどう車
   しごととつくり （全６巻）
 ・ 透視絵図鑑なかみのしくみ（全５巻）
 ・ 紙ひこうきクラフトスクール（全４巻）
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４ つ の お 得 な
スキープランで
冬を楽しもう！

白銀台スキー場に遊びに来てください！

1食べて滑って得々プラン
忠類地域の飲食店で１人600円以
上の飲食をすると、白銀台スキー
場の３時間券または５時間券が半
額になります！さらに飲食店スタ
ンプラリーで６店舗巡ると、ナウ
マン温泉ペア宿泊券（３組）などが
当たる抽選に参加できます！

高校生以上 小人（中学生以下）
シニア（60歳以上）

３時間券 1200円→600円 700円→350円

５時間券 1600円→800円 900円→450円

2シニア滑り放題プラン
60歳以上の方限定、平日午前９時から午後４時30分まで、
白銀台スキー場のリフトが無料!!
※スキー場の受付で年齢が確認できるものを提示してください。

3シーズン券半額プラン
白銀台スキー場シーズン券が半額に！

大人 小人・シニア

30,000円→15,000円 18,000円→9,000円

4アルコ236白銀台スキープラン
ナウマン温泉ホテルアルコ236宿泊予約時に、「白銀台ス
キープラン」と伝えると、白銀台スキー場のリフト５時間
券を宿泊日数プラス１枚進呈します。

（例：１泊２日の場合→２枚進呈）

※上記プランの詳細は広報紙と一緒に配布するチラシをご
覧ください。また、上記プランは白銀台スキー場のオープ
ン日から始まります。オープン日は積雪量によって変動
するため、町ホームページのスキー場に関するお知らせ

（トップページ＞特別なお知らせ）をご確認ください。

忠類総合支所地域振興課（☎ ８-2111）

▶応募方法　ハガキ・メール・FAX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
ドをプレゼントします。

１月16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　 54-3727

koho@town.makubetsu.lg.jp
※メールで応募する場合は件名を「広報クイズ応

募」としてください。

▶12月号クイズの正解 　②34人
　（応募19通・正解19人）
▶12月号当選者のみなさん

坂本結依さん、髙橋康子さん、田中信久さん、
大橋　稔さん

広報クイズ 
11月21日㊊に開催された応援大使トークショーの
観客は何人？
①770人　②777人　③780人

Q

・八十才の   歩くすがたも  あわれなり（及川トシエ）
・初夢は   若き山女魚を   手に取って    （堀井　　守）
・寒風に   落ちるものかと   かしわの葉（澤谷　博子）
・丁寧に   生きようと思う   始動の酉年（市丸　珠己）

俳句・川柳

イラスト

PN.マメ

Ｐ
Ｎ・酉

▶応募方法　サインペンなどを使い、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。

１月16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

２月号表紙の題字募集 
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投稿コーナー・白銀台スキー場 イベント告知




