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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

10/25
◯日  

秋のクラシックギター
コンサート

～くつろぎのメロディ～♪

◇日時　10月25日◯　日  

　　　　午後６時30分開演
◇場所　百年記念ホール　講堂
◇出演　田中　光俊
◇料金　全席自由1,000円
☆９月９日◯水10時チケット発売開始！

15th Annivesary
HY SMILE♡ LIFE TOUR 2015

つのだ・くわまん・冬樹
コンサートツアー北海道SPECIAL

◇日時　11月22日◯日　  
　　　　午後５時開演　 
◇会場　百年記念ホール
　　　　大ホール
◇出演　ＨＹ
◇料金　全席指定6,000円
　　　　　　　  （税込み） ９月５日◯土10時発売！
※３歳以上チケット必要。２歳以下のお子様はチケット不要。
　（膝上鑑賞可）

街角ギャラリー

百年記念ホール　ギャラリー　入場無料

11/11
◯水  

◇日時　11月11日◯水　 午後７時開演
◇会場　百年記念ホール 大ホール
◇出演　つのだ☆ひろ、桑野信義、モト冬樹
◇料金　全席指定Ａ席4,800円Ｂ席4,300円

（当日500円増）※未就学児入場不可
（託児申込は11月１日◯日まで）
☆９月３日◯ 木 10時チケット発売開始！

　 

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1,000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

11/22
◯日  

～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

◇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　整理券配布中
◇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

９/23
◯水・◯祝  

９/ ６
◯日  

まっくグランドミュージック Vol.013
うたごえ広場 

◇出演　合唱団エルデ
◇日時　９月６日◯　日  

　　　　午後１時30分
◇会場　百年記念ホール
　　　　講堂
※入場無料

みんなで歌おう！なつかしい歌、楽しい歌が
いっぱい！

聞いて笑って涙して、流石オヤジと言わせたい！

「酒森夏海の作品展」
想像展－sozoten－

●日時　９月16日◯水～23日◯水
午前９時～午後６時まで（初日
は午後１時～午後６時、最終日
は午後５時まで）

「日本教育書道会 陽泉支部
佐藤習字教室作品展」
●日時　９月26日◯土 

　午前11時～午後６時
　９月27日◯日
　午前９時～午後５時まで
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今月の行事

◇おはなし会

ちるどらん
・９月10日◯木　 午前10時　
　幕別町図書館 研修室

ババール
・９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
・９月５日◯土、19日◯土 
　 午前10時30分　札内分館

おはなしのたね
・９月25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）

今月のおすすめ本

図書館のホームページで、ひとつのテーマを３冊で紹介する「今
週の３冊堂」からピックアップしました。テーマは「ひとつ…大
人になる」
「鳥はみずからの力だけでは飛べない」
（田口 ランディ　晶文社/ 2005.4）
引きこもっている友人の息子に田口ランディが
宛てた10通の手紙。
○こちらも一緒にいかがですか？
「ダウン タウン」
（小路 幸也　河出書房新社/2010.2　）
「ぼくたちは大人になる」
（佐川 光晴　双葉社/ 2009.1）　

【ふらっとあーと】　本館
 パッチワーク４人展
　９月３日◯木 

　９月28日◯月
～

　９月の図書特別展示
　「月を見上げて」
　月のきれいな季節になりました。
　夜空を見上げるのが楽しくなる月に
　まつわる本をたくさんご紹介します。

　９月２日◯水～ 28日◯　月 全館

◇展示コーナー

◇「簡単ストレスチェック」を受けましょう！
　両手の指をかざすだけで簡単に疲労・ストレス度合いが分かる測定器
を使って、あなたの身体に潜んでいる見えない疲労度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。
　期間中、定期的にチェックすることもできます。無料です。
　◆期　　間　９月２日◯水～ 28日◯　月 図書館開館時間内
　◆場　　所　札内分館
 問　図書館札内分館(℡【幕】 56-4888)

☆図書館スタッフと遊ぶ！学ぶ！ＭＣＬ講座
◇家にある材料でノートをつくる
　◆日　　時　９月27日◯　日 午後１時30分～３時
　◆場　　所　図書館本館　研修室
　◆対　　象　小学生以上（針を使用するため小学４年生以下は保護者同
　　　　　　　伴してください）
　◆申込期限　９月26日◯土
　◆持 ち 物　針（あれば刺繍糸）、糸、あれば指ぬき、お気に入りのシール
　　　　　　　など
　◆申 込 先　図書館本館(℡【幕】54-4488） 

◇人を通して本を知る・本を通して人を知る
　ビブリオバトル
　◆日　　時　９月13日◯日　午後１時30分～２時30分
　◆場　　所　図書館本館　研修室
　◆対　　象　小学生以上
　◆持 ち 物　おすすめ本を１冊お持ちください。
　※申込不要。当日、直接会場にお越しください。 
　※好きな本を紹介し合う場です。お気軽にお越しください。
 問　図書館本館(℡【幕】 54-4488)


