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百年記念ホール
編集　指定管理者
　　　まくべつ町民芸術劇場
　TEL　【幕】56-8600
　FAX　【幕】56-8602
　ＵＲＬ　www.m100.jp
　メール　info@m100.jp

【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・ 教育委員会生涯学習係
（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
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ホールの宝物を弾いてみよう！

「ベーゼンドルファーの日」第２弾
9/22・9/23
 ◯ 日　     ◯月◯祝  

　幕別町出身の中村大史によるアコーディオン２
台のコンサートです。　

第５回　十勝チロット音楽祭　2013
　十勝のクラシックシーンを盛り上げる「十勝チロット音楽祭」を今年も開催いたします。

◇日時　９月16日◯月　午後７時～
◇場所　百年記念ホール 講堂　※未就学児無料
◇前売　2,500円（当日3,000円）中学生以下100円

 清水ミチコモノマネライブツアー11/24
◯日  

「転んだら、どう起きる？」

宇梶　剛士（うかじ たかし）文化講演会
9/20
◯金  

まっくグランドミュージック VoI.002

「サクソフォンの夕べ」
9/15
◯日  

「アコーディオンデュオ
　　　　　　　ｍｏｍｏ椿＊演奏会」

9/16
◯月◯祝  

◇10月23日◯水　会場：幕別町百年記念ホール
　ファイナルコンサート 19：00 開演　
　入場料 大人 2,000円 高校生以下 500円
　※未就学児入場不可（託児受付 10 月 12 日まで）

　テレビでおなじみの「清水ミチコ」が幕別町に
上陸！抱腹絶倒ミチコワールド開催です。
◇日時　11月24日◯日　午後３時～
◇場所　百年記念ホール 大ホール
◇前売　全席指定3,500円（当日4,000円）
※未就学児入場不可　託児有
　９月２日◯月10時より発売開始

 ボニージャックスコンサート In 幕別
10/16
◯水  

日本の歌謡シーンの原点とも言える
　　　「ボニージャックストーン」は必聴です。
◇日時　10月16日◯水　午後７時～
◇場所　百年記念ホール 大ホール
◇入場料　3,000円
※未就学児入場不可
　託児有（10日前までにお申込みください）

　ドラマ、映画、舞台等で大活躍の宇梶さんが、幕
別にやってきます。

◇日時　９月20日◯金　午後７時～
◇場所　百年記念ホール 大ホール
◇入場無料（未就学児入場不可） 　
　※託児有（10日前までにお申込み下さい）
◇入場整理券配布場所
　幕別町百年記念ホール、幕別町教育委員会
　幕別町役場、札内支所、忠類総合支所

◇10月21日◯月　会場：幕別町百年記念ホール　　
　ファミリーコンサート 19：00 開演　　　　　
　入場料 大人 2,000円 高校生以下 500円　　 
　※未就学児入場不可（託児受付 10 月 11 日まで） 

◇10月20日◯日　会場：帯広市民文化ホール
　オープニングコンサート 19：00 開演
　入場料 大人 1,000円 高校生以下 500円
　※未就学児入場不可（母子室を設けております）

◇10月22日◯ 火 東京メトロポリタン・ブラス・クインテット出演による
　　　　　　　　　　　　　時間 　入場料 　　 会場
　出張コンサート 　　　　　13：00 　　無料 　 帯広歩行者天国
　ディナー＆コンサート 　　19：00 　3,500円　ランチョ・エルパソ

「きの」と「酒森夏海」の幼馴染コンビによる展示会です。
◇展示期間　９月11日◯水～18日◯水  入場無料 

　午前９時～午後６時（11日は午後１時から）
◇展示場所　百年記念ホールギャラリー

　好評につき第２弾を開催します。十勝で３台し
かないベーゼンドルファー（ピアノ）を解放しま
す。
　この機会に世界の逸品を体験してみませんか？
◇日時　９月22日◯日・23日◯月　 午前10時～午後３時
◇場所　百年記念ホール
◇募集人数　各日８名（１人30分）
　※応募者多数の場合は抽選となります。
◇参加無料（要申し込み）
◇申込締切　９月15日◯日 

◇出演　川嶋咲希（SAX）、坂井悠奈（PIANO）
　　　　　十勝サキソフォン協会メンバー他
◇日時　９月15日◯日　午後６時30分
◇場所　百年記念ホール 講堂
◇入場無料 　

★街角ギャラリー★ 

 「大正×対象展」

　ソロからクインテットまで４種類のサクソフォン
を使って、クラシックからポップスまで幅広いジャ
ンルのサクソフォンの音色をお楽しみ下さい。

10/20 ～ 10/23
 ◯ 日　  　　       ◯水  



◇おはなし会
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ちるどらん
・９月12日◯木  午前10時
　幕別町図書館　研修室
ババール
・９月28日◯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
・９月７日◯土・21日◯土
　 午前10時30分　札内分館

おはなしの小箱
・９月18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
・９月20日◯金  午後４時
　ふれあいセンター福寿

【図書ミニ展示】　全館
　「いのち」の本の展示をします
　９/１◯日～29◯日まで開催

◇展示コーナー

幕別町図書館 検索

図書館の情報満載。ホームページはこちら

９月の図書特別展示
　　　　　　　「１人で音楽♪」

９月１日◯日～29日◯日　全館

合唱・バンドもいいけれど、
１人だって音楽できます！
難しい楽器だって、
本があったらマスターできるかも。

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
・図書整理日
　　（毎月月末、今月は９/30）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

９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

■休館日
■札内分館夜間延長（午後８時まで）

ワークショップ

　　「自然のいのちを感じる写真絵本作り」 
　
　会場周辺を散策しながら、自然の“いのちを感じるもの”をデジ

タルカメラで撮影して世界に一冊だけの写真絵本を作ります。　

　　

日　　時　10月14日（月・祝）　午前10時～午後３時

　　　　　（雨天でも開催します）

場　　所　幕別町図書館　本館　研修室

講　　師　小寺　卓矢さん（写真家・芽室町在住）

定　　員　20名（先着順）

申込期限　10月11日（金）

対　　象　５歳以上（２年生以下は保護者または兄姉同伴）

材 料 費　300円

持 ち 物　デジタルカメラ（携帯電話不可）・弁当・雨具（雨天時）

　　　　　※くわしくは申込み時にお知らせします

申 込 先　幕別町図書館　（℡【幕】54-4488）

　　　　　　　　　　　　　****************************
　　　　　　　　　　　　　小寺さんの写真絵本の原画展も
　　　　　　　　　　　　　開催します　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 10/9（水）～20（日）　
　　　　　　　　　　　 ****************************

今月の行事


