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今月の行事

【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

◇おはなし会

ちるどらん

・今月はお休みです。

ババール
・８月22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
・８月１日◯土、15日◯土 
　 午前10時30分　札内分館

おはなしのたね
・８月28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８/31）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで
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■休館日
■札内分館夜間延長（午後８時まで）
■本館夜間特別延長（午後９時まで）

８/６
◯木  

一般財団法人北海道公立学校教職員互助会教育講演会事業
とかち教育講演会

　 

　今年の夏は、百年記念ホールで思いっきり楽しんじゃおう！縁日、イベント、ライブステージ・・・。
　最後は、キャンドルを灯してまくべつの夜を明るくしちゃおう！

まくまくサマー 2015 ～夏だ !まつりだ !食べて遊ぼう！～８/８◯土  

　子どものやる気を引き出す「大人の力」
◇講師　森永 卓郎さん（獨協大学経済学部教授）
◇日時　８月６日◯木　 午後３時開演
◇場所　百年記念ホール　大ホール　入場無料
◇問い合わせ先　十勝教育研究所
　 （℡【幕】56-2331） 
◇主催　一般財団法人北海道公立学校
　　　　教職員互助会
　　　　十勝管内調査研究事業実行委員会

「忘れてはいけない記憶」　
　　　　　　　　全　館
今年で戦後70年になります。
もう一度戦争について考えま
しょう。　
　８月１日◯土～30日◯日

◇日時　８月８日◯土　 午後３時～７時30分
◇会場　百年記念ホール
◇内容　ゲームコーナー（無料）、くじ＆駄菓子屋さん　
　フードコーナー、ファーマーズマーケット、ライブステージ、
　願いごとキャンドルカバー作り（無料、先着200名、参加者に花火のプレゼント）
　キャンドルライト点灯式等 ※雨天時は内容を変更して開催します。

～幕別百年座～映画上映会
「ペコロスの母に会いに行く」

認知症の母みつえとバツイチ･はげちゃびんの僕

愛おしくて、ホロり切ない 僕らの毎日

まくべつ演歌まつり 2015

◇日時　９月23日◯水・◯祝　 
　　　　　１回目　午後１時　２回目　午後４時
◇会場　百年記念ホール　大ホール
◇入場無料　８月３日◯月より整理券配布
◇配布場所　百年記念ホール、幕別町役場、札内支
　所、忠類総合支所、糠内出張所

８/９
◯日  

まっくグランドミュージック Vol.012
バックトゥザベンチャーズライブショー 

◇出演　バックトゥザベンチャーズ

◇日時　８月９日◯　日  

　　　　午後６時30分開演

◇会場　百年記念ホール　講堂

※入場無料

☆としょかん夏まつり（東部４町図書館交流連携事業）

１　図書館クイズ「にゃんともかんともすごろく」
　　すごろくになった図書館クイズに答えると、にゃんとも可愛い
　オリジナル達成カードがもらえるよ♪
　◆日時　８月１日◯土～９日◯日
　◆場所　幕別町図書館（本館・札内分館・忠類分館）、池田町立図書館、
　　　　　豊頃町図書館、浦幌町立図書館
　※幕別町図書館（本館・札内分館・忠類分館のいずれか）、池田町立
　　図書館、豊頃町図書館、浦幌町立図書館の４つの図書館の達成カード
　　を集めた人にはオリジナルバッジをプレゼントします。
　　[休館日：幕別は４日◯火、池田・豊頃・浦幌は３日◯月]
※次の３つの行事は図書館本館のみの開催になります。
２　体験型レファレンス簡単ストレスチェック
　　疲労ストレス測定システムであなたのストレス度合いをチェック
　しましょう。測定結果によっておすすめ本をご案内します。
　◆日時　８月１日◯土～３日◯月、９日◯日～ 10日◯月 

３　幕別町図書館夏まつり前夜祭「ほろ宵読書会」
　◆日時　８月８日◯土　 午後７時～９時
　◆対象　小学生以上（小学生は保護者が同伴してください）
　◆持ち物　おすすめしたい本をお持ちください。
　※この日に限り、本館のみ午後９時まで開館します。ぜひご利用ください。
４　幕別町図書館夏まつり
　◆日時　８月９日◯日　 午前10時～午後６時
　◆内容　・工作(カードケース作り)
　　　　　・縁日(お菓子など)
　　　　　・宝探しゲーム
　　　　　・簡単ストレスチェック　
　　　　　　いずれも　午前10時～午後６時
　　　　　・江陵高校よさこい　　　　
　　　　　　午前10時～・午後１時～
　　　　　・パオ君とジャンケン大会　 
 　　　　　 午前10時30分～・午後２時～
　　　　　・瀧川鯉朝(たきがわ りちょう)七夕落語会　
　　　　　　午後３時30分～
　※９日は、浴衣・甚平を着てきた人、星の
　　モチーフをつけて来た人に記念品を
　　プレゼントします（本館のみ）。
　○いずれの行事も事前申し込みは不要です。
　　直接会場にお越しください。
問　図書館本館(℡【幕】 54-4488)

　夏だ、エレキだ、いつやるの？今でしょ！

８/９
◯日  

◇日時　８月９日◯　日 午後２時開演

◇会場　百年記念ホール 大ホール

◇出演　竹島宏、市川由紀乃、亜月まなみ

◇料金　全席指定 前売Ａ席3,500円

　　　　Ｂ席3,000円（当日500円増）

　　　　※未就学児入場不可

　 

９/18◯金～９/20 ◯日  第６回 十勝チロット音楽祭 ２０１５

●エルパソde コンサート
　９月18日◯　金 会場　ランチョ・エルパソ
　午後７時開演 （住所：帯広市西16条南６丁目13番地20）
　入場料 大人4,000円（１ドリンク、食事付）※当日500円増
●～華麗なる達人たちの競演～
　９月19日◯　土 会場　百年記念ホール
　午後２時開演
　全席自由 大人2,000円 高校生以下500円※当日500円増

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」を開催いたします。

●ミュージックキャンプレッスンコンサート
　９月20日◯　日 会場　百年記念ホール
　正午開演
　全席自由 大人2,000円 高校生以下無料※当日500円増
●主催　十勝チロット音楽祭実行委員会、医療法人社  
　　　　団博愛会、萩原建設工業（株）、帯広信用金庫、
　　　　（株）十勝毎日新聞社、まくべつ町民芸術劇場
●後援　幕別町、幕別町教育委員会

９/23
◯水・◯祝  

☆図書館スタッフと遊ぶ！学ぶ！ＭＣＬ講座
◇「おはなしの小箱in図書館本館」
　忠類で活動している読み聞かせの会「おはなしの小箱」の出前講演です。
　◆日時　８月27日◯木　 午前10時30分～　30分程度
　◆場所　図書館本館　おはなしコーナー
　◆内容　絵本を読んだり、わらべうたを歌って親子で遊びます。
　　　　　０歳のお子さんでも楽しめます。
※事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。無料です。
問　図書館本館(℡【幕】 54-4488)

☆「北海道日本ハムファイターズ読書促進全道キャンペーン」展示
◇「グラブを本に持ちかえて」
　ファイターズの９名のイクメン選手のお薦め絵本などをご紹介。
　忠類分館 ７月25日◯土～８月13日◯木　札内分館 ８月15日◯土～28日◯金

◇８月の特別展示

○

タイムスケジュール
午後３時　ファーマーズマーケットオープン
          願いごとキャンドルカバー作り（午後６時まで）
　　　　　おもちゃくじ、駄菓子やさん
　　　　　ゲームコーナー
　　　　　フードコーナー
　　　　　ライブステージ
　　　　　〇×クイズ（イベント合間で開催）
午後７時　キャンドルライト点灯式
　　　　　花火で遊ぼう！
午後７時30分 終了


