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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　http://m100.jp
　メール　info@m100.jp
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【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

１/18
◯日日

◇日時　１月18日◯日　 午後５時開演
◇会場　百年記念ホール 大ホール
◇出演　→Pia-no-jaC←（ピアノジャック）
◇料金　前売全席指定 Ａ席3,800円、Ｂ席3,000円（税込）
※未就学児入場不可（託児あり、申込１月８日◯木まで）

　１月から全国ツアーに回る2人が、幕別で単独ライブ
を開催します！「ハイブリッド・インストゥルメンタル」
と名付けられたロックでもクラシックでもない彼らの斬
新な音楽を、この機会に是非お楽しみください！！

→ Pia-no-jaC ←
PREMIUM LIVE 2015 in 幕別

３/14
◯土土

　今年のバレンタインは、ＮＨＫ「のど自慢」北海
道専属ピアニストの岩崎和子さんと「魅せるヴァ
イオリニスト」高崎希美さんの甘く優雅な演奏会
をお届けします。
①２月14日◯土　 百年記念ホール 講堂　午後６時30分
②２月15日◯日　 忠類コミュ二ティセンター　午後１時30分
◇料金　一般共通1,000円（当日1,500円）　中学生以下無料
◇発売日　12月１日◯　月 午前10時
※未就学児入場不可

２/14◯土土  

２/15 ◯日日
バレンタインコンサート

岩崎和子と高崎希美のは～もに～
富良野ＧＲＯＵＰ 2015 冬
「夜想曲～ノクターン～」

◇日時　３月14日◯土　 午後７時開演（午後６時30分開場）
◇会場　百年記念ホール 大ホール
◇出演　富良野ＧＲＯＵＰ
◇料金　前売全席指定Ａ席3,500円、Ｂ席3,000円（税込）
　未就学児入場不可（託児の申込は３月４日◯水まで）
◇発売日　一般発売12月１日◯　月 午前10時
◇その他各種サービスに関してはホームページをご覧ください。

　　　　　　「３月11日 東北の被災地で
　　　　　　　　突然　彫刻がしゃべり出した」

第 26 回 まくべつ絵画展
～出展作品募集～

◇展示期間　１月30日◯金～２月２日◯月
◇展示時間　午前９時～午後６時（最終日は午後１時まで）
◇会 場　百年記念ホール 講堂
◇応募資格　町民および町にゆかりのある高校生以上の方
◇応募作品　油彩、水彩、パステル画等 １人１点（号数自由）
◇応募期限　１月23日◯金
◇作品搬入　１月28日◯水
◇応募先　百年記念ホール（℡【幕】 56-8600）

◇出演　十勝邦楽ユニット「奏（sou）」
◇日時　１月12日◯月・◯祝 午後２時
◇場所　百年記念ホール 講堂
◇入場無料
※休憩の際に、薄茶と甘酒のサービスがあります。

　新春を彩る、箏と尺八の演奏をご堪能ください。
　演奏曲は、春の海、ともだち、春の訪れ、レット 
イット ゴー、イエスタデイ等をお楽しみください。

ニューイヤーコンサート
箏と尺八の調べ

　 

　約１年７ヵ月ぶりのＨＡＬＬ ＧＩＧ ＴＯＵＲ 開催！！

氣志團現象 2015　日日本全國 ＨＡＬＬ ＧＩＧ ＴＯＵＲ
「週末大パニック！超激突！！」１/30◯金金

◇日時　１月30日◯金　 午後７時開演（午後６時30分開場）
◇会場　百年記念ホール 大ホール 　
◇出演　氣志團
◇料金　6,966円※氣志團からのハートフルな贈り物付き
（税込/全席指定席/３歳以上チケット必要、３歳未満入場不可）
※託児サービスを行っております（生後６か月以上）。
※託児をご希望の方は、幕別町百年記念ホールまで直接お申し込みください。
その他各種取り扱いサービスに関してはホームページをご覧ください。

１/12
◯月・◯祝祝

３/28
◯土土

◇日時　３月28日◯土　 午後12時30分開演
◇会場　百年記念ホール 大ホール 
◇出演　サンドウィッチマン、東京０３、我が家他 
◇料金　一般席　全席指定　3,500円（税込）
※３歳未満膝上無料。座席が必要な場合は有料。

魅せます！！

究極のお笑いライブ！！

お笑い公演
「スーパーライブ笑 show」in 幕別
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2015.1 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

今月の行事

【ふらっとあーと】　本館　　　   
　パン屋のふくろう「きゃらパン展」
　１月14日◯水～19日◯月 

１月の図書特別展示　
「日日本伝統のあそびを楽しむ」
　今年の冬は、なつかしい日本に伝わる

あそびをトコトン楽しんで、寒さをふき

とばそう!!

１月７日◯水～29日◯木　全館

年明けは１月７日日◯水から開館します。
　今年も皆さんのご利用をお待ちしています。

「ビブリオバトル＆本棚編集ワークショップ」
　図書館で本の楽しみ方を何倍にも増やすワークショップ開
催！第１段は、話題のビブリオバトルの本家本元によるワーク
ショプ。第２段は、１冊の興味・関心から本を連ねて、魅力的な本
棚をつくる本棚編集ワークショップを行います。本との新しい
接し方に、知的興奮間違いなし！ゲーム感覚で気軽にご参加く
ださい。

日　　時　　1月18日◯日

　　　　　　ビブリオバトル　午後１時30分～３時　
　　　　　　本棚編集　　　　午後３時30分～５時30分
　　　　　　※どちらかの参加でも可能です。
場　　所　　幕別町図書館　本館
講　　師　　太田　剛さん（図書館と地域をむすぶ協議会
　　　　　　　　　　　　/慶應義塾大学講師）
　　　　　　市川　紀子さん（ビブリオバトル普及委員）
対　　象　　小学生以上
申込期限　　１月17日◯土
申 込 先　　幕別町図書館本館（℡【幕】 54-4488）
持 ち 物　　人にすすめたい好きな本を１冊お持ちください。
そ の 他　　参加無料です。
○ビブリオバトル公式ルール（ビブリオバトル普及委員会公式ルールより）
１　発表参加者が読んで面白いとお思った本を持って集まる。
２　順番に一人５分間で本を紹介する。
３　それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディ
　スカッションを２～３分行う。
４　全ての発表者が終了した後に「どの本が一番読みたくなっ
　たか？」を基準とした投票を参加者全員一票で行い、最多票を
　集めたものを『チャンプ本』とする。

◇おはなし会

ちるどらん

　今月はお休みです。

ババール
・１月24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
・１月17日◯土　 午前10時30分
　札内分館
おはなしの小箱
・１月21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
・１月23日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

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（毎月最後の平日、今月は１/30）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

12月
日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31

１月
日 月 火 水 木 金 土
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■休館日
■札内分館夜間延長（午後８時まで）

◇展示コーナー

図書館システムのメンテナンスのため、ホーム
ページと蔵書検索（まぶ探）を停止いたします。
　ご不便をおかけしますが、ご了承願います。
日　時　１月６日◯火　 正午～午後10時　　


