今月の行事

百年記念ホール

◆コミバスde映画会

「蝉しぐれ」

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
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主演：市川染五郎・木村佳乃

毎月１日（土・日・祝日の場合は翌運行日）はコミバスに無料で乗車する
ことができます。コミバスに乗って映画を見に図書館へお越しください。
月
日 時 ５月２日◯
午前10時30分～午後12時40分（予定）
場 所 図書館本館 研修室
※お茶・コーヒーのサービスがあります。
※コミバスを利用された方は、駅または自宅までお送りします。
※申し込みは不要です。当日直接会場にお越しください。無料です。
※奇数月は映画会・偶数月は落語ＤＶＤの上映会を開催します。
（11月
と１月はお休みします）
問 図書館本館
（℡【幕】54-4488）
■

雑誌の無料配布を行います
平成24年４月～ 25年３月に購読していた雑誌を無料配布します。
日 ～16日◯
土 開館時間内
期 間 ４月10日◯
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）。
２日目以降は制限ありません。無くなり次第終了します。

◆４月の図書特別展示
「Spring has come ！」

■休館日
■札内分館夜間延長（午後８時まで）

春が来ました！ガーデニングに新生活、
図書館でも春を楽しみましょう！
金 ～27日◯
水
４月１日◯
全館

◇おはなし会

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

【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・かふぇぬかない・酒のきが
わ・音更町文化センター

４/16 西村 歩 ソロ ギター ライブ 2016 in 幕別
土土
◯

４/23
土土
◯

ソロギター日本チャンプのギターテクニックで情
感あふれる楽曲と楽しいトークをお楽しみください。
土
◇日 時 ４月16日◯
午後７時開演
◇会 場 百年記念ホール
講堂
◇出 演 西村 歩
◇料 金 全席自由2,000円
（当日500円増）

全道勝ち抜 き歌謡選手権十勝地区大会を開催
します。十勝のアマチュア歌手とゲスト歌手チェ
ウニの歌声をお楽しみください。

まくべつジュニア・ジャズスクール
第３期生 募集！！

ＮＰＯまくべつ町民芸術劇場
28年度正会員、賛助会員募集のお知らせ

幕別町百年記念ホールでは、小学校１年生から中学校３
年生までを対象とした「まくべつジュニア・ジャズスクー
ル」を開校し、今では小・中学生合わせて25人の子供たちが
元気に町内のお祭りや遠征、合宿といったイベントに参加
しています。みんなと楽しくジャズに取り組む仲間たちを
大募集します！
◇練習日 毎月第２、第４土曜日（随時見学可）
◇時 間 午後１時30分～
問 百年記念ホール（℡【幕】56-8600）
■

◇日 時
◇会 場
◇ゲスト
◇発 売
◇料 金

第30回 全道勝ち抜き歌謡選手権
十勝地区大会

土 午後１時開演
４月23日◯
百年記念ホール 大ホール
チェウニ
月 午前10時～
２月22日◯
全席自由2,500円（当日500円増）

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、幕別の音楽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、ぜひご入会く
ださい。
（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）

◆図書館のおすすめ本

ちるどらん

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「三冊堂」
からピックアップ。テーマは「自然の恵みを堪能する。」
「農家が教える手づくり加工・保存の知恵と技」
（農山漁村文化協会/2015.８）
保存食や加工食品の作り方を全国の農家70人が
手ほどきをしてくれます。
◇こちらも一緒にいかがですか？
「私の保存食ノート」
（佐藤 雅子 文化出版局/1990.５）
「くさい食べもの大全」
（小泉 武夫 東京堂出版/2015.４）

・今月はお休みです

ババール
土 午前10時30分
・４月23日◯
百年記念ホール 視聴覚室

あっちこっち紙芝居
土、
土
・４月２日◯
16日◯
午前10時30分 札内分館

おはなしのたね
金 午後４時
・４月22日◯
ふれあいセンター福寿

◇ミニミニ新刊案内

スワディ号運行カレンダー 【公園等のみ掲載】

（返信の宛名面）
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（返信の表面）

※記入不要
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（往信の宛名面）
089-0563
幕別町千住１８０

⑦コース 第２・第４木曜日
わんぱく公園（みずほ町） 15:00～15:20
⑧コース 第２・第４金曜日
農協糠内支所前
13:20～13:40

時
場
演

（往信の表面）
⑥リクエスト曲（第３希望まで）

12:00～12:20

幕別町百年記念ホール 開館20周年記念事業
NPO法人まくべつ町民芸術劇場創設30周年記念事業
今年デビュー 30周年を迎えたトップフルーティスト・山形由美と、
BS-TBS「 日本名曲アルバム」で人気急上昇中の声楽アンサンブル
「Ｊスコラーズ」が共演。思い出の名曲をお届けします。

（申込者の）
①郵便番号 ②住所
③氏名 ④電話番号
⑤鑑賞希望者数（４人まで）

役場駒畠出張所前

山形由美＆Ｊスコラーズ映画音楽と日本の名曲コンサート

木
５月26日◯
午後７時開演
百年記念ホール 大ホール
山形 由美（フルート）
榎本 潤（音楽監督・編曲・ピアノ）
Ｊスコラーズ（声楽アンサンブル）
◇鑑賞無料 往復はがきで下記のとおりお申
し込みください。
※未就学児の入場不可。託児希望の方は５月
月 までにお申し込みください。
16日◯

◇日
◇会
◇出

幕別町百年記念ホール

図書館の情報満載。ホームページはこちら

⑤コース 第２・第４月曜日
若草南公園
15:00～15:20
⑥コース 第２・第４水曜日

©岡本卓也

係

①コース 第１・第３月曜日
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
札内福祉センター
14:40～15:00
文京公園
15:10～15:30
③コース 第１・第３木曜日
北ふれあい交流館
15:10～15:30
④コース 第１・第３金曜日
桂町公園
14:40～15:00
◎祝日と重なる日はお休みします。

木木
５/26 ◯

「山形由美＆Ｊスコラーズ」

◆新刊、続々入っています。
◇児童書
・透視絵図鑑なかみのしくみ
全３巻
・絵で見てわかるはじめての漢文
全４巻他
◇一般書
・大きな活字の本（著者：宮尾登美
子・伊集院静・東野圭吾他）
・アレルギーや花粉症・認知症な
どがわかる本他
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編集

© BS-TBS 日本名曲アルバム
※写真はイメージです

J スコラーズに歌ってほしい曲をリクエストしませんか !?
ＪスコラーズがBS-TBS「日本名曲アルバム」で収録・放送してい
る数々の名曲の中から、皆様がコンサートで聴きたい曲をぜひ
リクエストしてください。曲リストはチラシまたは百年記念
ホールＨＰにてご確認ください。第３希望まで選び、Ｅメール
（info@m100.jp）または整理券の申込往復はがきおよび百年記念
ホール窓口にてご記入の上ご応募ください。
・記入の方法は左記の記入例をご覧ください。
土 です
・応募締切は５月７日◯
（当日消印有効）。
・返信用の裏面には何も記入しないでください。
・応募者多数の場合は抽選となります。
・往復はがきによるお申し込みは、お１人様１枚までとさせていただきます。
・本公演は全席指定席となっておりますが、座席の場所は当日に行う抽選
により決定します。先着順・並び順に座席を確保できる自由席とは異なり
ますので予めご了承ください。
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