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スーパーライブ 2014 ｉｎ幕別

◇出演　サンドウィッチマン、Ｕ字工事、ミラクルひかる
　　　　アルコ＆ピース、たかまつなな  ５組。
◇日時　５月25日◯日　 開演１回目　午後０時30分　
　　　　　　　　　　　　２回目　午後４時30分
◇場所　幕別町百年記念ホール 大ホール
◇入場料　全席指定3,000円　当日3,500円

　話題の有名芸人たちが、幕別町百年記念ホールにてお笑いライ
ブを開催します！！

５/25◯日  

ホールの宝物を弾いてみよう！
ベーゼンドルファーの日

５/17◯土  

５/18 ◯日  

　十勝で３台しかないベーゼンドルファー（ピア
ノ）を開放します。この機会に世界の逸品を体験
してみませんか？
◇日時　５月17日◯土、18日◯日　 午前10時～午後５時
　　　　各日10名（1人30分）
◇場所　百年記念ホール
◇参加無料（要申し込み）※応募者多数の場合は
　抽選となります。
◇申込締切　５月10日◯土 

第 1回　万城目正と
昭和歌謡を継ぐ会音楽会

４/25
◯金  

　幕別町生まれの作曲家、万城目正の歌謡曲をは
じめ、昭和に生まれた歌を未来へ歌い継ぐ音楽会
です。
　懐かしい昭和の歌謡ナンバーをお楽しみください。
◇日時　４月25日◯金　 開演　午後２時30分
◇場所　百年記念ホール　講堂　

　まくべつ町民芸術劇場は優れた芸術文化を地元
で紹介しようというNPO法人です。
　正会員は音楽、演劇等の企画から当日の運営ま
でを担当します。賛助会員は、幕別の芸術鑑賞シー
ンをサポートしながら、様々な特典が付いてきま
す。この機会に、ぜひご入会下さい。
（正会員）年会費10,000円・（賛助会員）年会費3,000
円（どちらも3,000円分の優待券と先行販売付き）

ＮＰＯまくべつ町民芸術劇場
26 年度正会員、賛助会員募集のお知らせ

　今年もゴールデンウィークは百年記念ホールへ！
　こどもの日に合わせてワクワクドキドキな出し物
満載！
　連休の最終日は家族そろってお楽しみください。
◇スタート　午前10時～午後３時　
◇場所　百年記念ホール全館
◇フードコーナー　全品100円
◇アトラクション参加　無料
（事前申し込み無しです）

５/６
◯火  

こどもの日スペシャル　百年記念ゆめホール

　

　幕別町百年記念ホール新年度公演第一弾は
新進気鋭女性ピアニストのジャズコンサート！！
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ai kuwabara trio project concert tour in 幕別４/16◯水  

◇出演　桑原あい、森田悠介他　
◇場所　幕別町百年記念ホール
◇日時　４月16日◯水　 予定　開場午後６時30分　開演午後７時 
◇入場料　前売2,000円　当日2,500円

　ピアニスト桑原あいの作曲作品を「ピアノトリオ」という形態
で実現するためのプロジェクト。

【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
・カフェぬかない・酒のきがわ

詳細は５月
号をご覧く

ださい！
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図書館の情報満載。ホームページはこちら

①コース 　第１・第３月曜日 ⑤コース 　第２・第４月曜日
(1)さかえ保育所 10:20～11:10 (1)幕別幼稚園（札内） 10:20～11:30
(2)青葉保育所 11:30～12:10 (2)途別保育所 12:40～13:00
(3)白人小学校 13:00～13:40 (3)途別小学校 13:05～13:20
(4)文京公園 14:50～15:10 (4)若草南公園 15:00～15:20
(5)なかよし公園（あかしや町）15:20～15:40

②コース 　第１・第３水曜日 ⑥コース 　第２・第４水曜日
(1)札内北保育所 10:40～11:10 (1)明倫小学校 10:10～10:40
(2)札内北小学校 12:50～14:30 (2)明倫保育所 10:40～11:00
(3)札内福祉センター 14:40～15:00 (3)駒畠保育所 11:35～11:55

(4)役場駒畠出張所前 12:00～12:20
　 (5)幕別小学校 13:00～14:00

③コース 　第１・第３木曜日 ⑦コース 　第２・第４木曜日
(1)忠類保育所 10:40～11:30 (1)札内南保育所 10:40～11:00
(2)忠類小学校 13:00～13:30 (2)札内南小学校 13:00～14:50
(3)北ふれあい交流館 15:10～15:30 (3)わんぱく公園（みずほ町） 15:00～15:20

④コース 　第１・第３金曜日 ⑧コース 　第２・第４金曜日
(1)古舞保育所 11:00～11:25 (1)わかば幼稚園 10:20～10:50
(2)古舞小学校 12:45～13:20 (2)糠内保育所 12:15～12:35
(3)桂町公園 14:40～15:00 (3)糠内小学校 12:40～13:10
(4)特別養護老人ホーム札内寮 15:30～16:15 (4)農協糠内支所前 13:20～13:40

平成26年４月から　図書館が、ガラリと変わります。　

○窓口やホームページでは、調べたい本のキーワードだけで本が探
　せます。幕別町以外の図書館にある本や、書店の本も探せます。
○文学や産業・歴史など、本の種類を超えてテーマが同じ本を１つの
　棚に並べるなど、利用者の興味を引き出すような書棚を作ります。
○ホームページのトップページが幕別町百年記念ホールの緞帳（田
　中一光デザイン）をモチーフにしたデザインになります。
○ホームページでは、蔵書データと連動させたバーチャル版「あの人
　の本棚」など、本や読書に関わるさまざまなテーマに情報を書き込
　むことができる「幕別BookWare(ブックウェア)研究所」を立ち上げ
　ます。
○今後、すべての書架と書籍に新しいコードを貼り付けることで、本
　の置いてある場所がわかりやすくなります。
○蔵書点検（例年６月の８日間）による休館日がなくなります。

◇おはなし会

ちるどらん

・今月はおやすみです

ババール
・４月26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
・４月５日◯土、19日◯ 土  
　午前10時30分　札内分館

おはなしの小箱
・４月23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
・４月25日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

◇ミニミニ新刊案内

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（毎月月末、今月は４/28）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

４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）

【子どもの本】　
なぞなぞ・めいろ・理科の本がたく
さんそろいました。
【大人の本】
「宇宙とビックバンと素粒子」がわ
かる本、「妖怪とあの世」を知る本
なども仲間入り。

今月の行事

４月の図書特別展示

　「はじまるよ。新生活。」
　　はじまりの季節である４月。
　　図書館は新たにスタートをきる方
　　たちを応援します。

　　４月２日◯水～27日◯日　全館

雑誌の無料配布を行います　

　平成22年4月～ 23年3月に購読していた雑誌を無料配布します。
　期　　間　４月13日◯日～ 19日◯土　開館時間内
　場　　所　本館研修室・忠類分館

　配布冊数　初日のみ1人10冊（人気雑誌は２冊まで）。
　　　　　　それ以降は無制限。なくなり次第終了します。

スワディ号カレンダー


