
◆よむとも67   
   ～北海道179市町村応援大使 大谷選手・
                 市川選手に応援してもらおう！～
 北海道日本ハムファイターズの大

谷選手の背番号「11」と市川選手の背

番号「56」を足した67冊を期間中に読

んでスタンプを集めましょう！

　期間中に67冊借りて読んだ人は、

「おすすめの本」を持って、大谷選手・

市川選手と一緒に写ったポスターを

プレゼントします。

※実物の選手との撮影会ではありま

せん。

○期間　５月１日◯日～12月29日◯木
○場所　幕別町図書館全館

※どなたでも参加できます。 

※スタンプ帖は、図書館カウンター・

スワディ号で配布しています。

※写真はイメージです。

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

【チケット発売所】　
百年記念ホール・役場戸籍住民係・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

2016 K-POP コンテスト

劇団四季ミュージカル
『 エルコスの祈り 』

８/20
◯土土

韓国歌謡コンテスト2016 北海道地方大会

　エルコス、それは温かい心を持ったロボット

電話　03-3357-5970
mail　kpop@koreanculture.jp
HP　www.koreanculture.jp
※韓国物産展も同時開催！（ギャラリーにて）

図書館の情報満載。ホームページはこちら

今月の行事

ちるどらん
・６月９日◯木　 午前10時　
　幕別町図書館　研修室
ババール
・６月25日◯　土土 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
・６月４日◯土土、18日◯土土 
　 午前10時30分　札内分館
おはなしのたね
・６月17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６/30）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

６月
日 月 火 水 木 金 土土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18

29 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）

◇切り絵の会無料体験教室

◇おはなし会
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　◆６月の図書特別展示
　「　病と生きる　」
　生きているかぎり病はつきもの。
　病との上手な付き合い方を考えて
　みませんか？
　６月１日◯水～29日◯水　 全館

日　時　７月１日◯金　 午前10時30分～　上映時間：約95分

場　所　図書館本館　研修室

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や落語ＤＶＤを見に図書館へ

お越しください。

※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）

◆コミバスde落語ＤＶＤ上映会

　「ワザオギ落語会　VOL.1」　桃月庵白酒　「壺算」他

篠原聖一・下村由理恵プレゼンツ
地元ダンサーとの夢のステージ

岩見淳三＆ＹＡＹＯＩ
ACOSTIC JAZZ DUO LIVE TOUR 2016

ハートウォームなジャズの夜…
暖かく美しいギターの音色に…深く艶のある唄声は、心に沁み入る

６/25
◯土土

◇日　時　６月25日◯土土　 

　　　　　午後６時30分開演
◇会　場　百年記念ホール 講堂
◇出　演　岩見淳三＆ＹＡＹＯＩ
◇料　金　全席自由2,000円（当日500円増）
※未就学児入場不可（託児申し込みは６月15日まで）

◇日　時　８月20日◯ 土土 午後１時開演 

◇会　場　百年記念ホール 大ホール
◇料　金　入場無料（町民限定招待）
 本公演は、幕別町が行う子育て支援事業の一つであ
り、幕別町にお住まいの18歳以下のお子様とその保護
者の方は無料でご鑑賞いただけます。詳しくは次月の
広報をご覧いただくか、幕別町百年記念ホールのホー
ムページをご確認ください。（http://m100.jp）

◇日　時　６月12日◯日　 午後６時開演
◇会　場　百年記念ホール 大ホール
◇出　演　日野 皓正（tp）、寺久保 エレナ（as）、
　　　　　石井 彰（pf）、杉本 智和（b）、石若 駿（ds）
◇料　金　全席指定4,000円（当日500円増）
※未就学児入場不可（託児申し込みは６月２日まで）

岡崎 倫典
2016 HOKKAIDO TOUR in MAKUBETSU

７/９
◯土土

◇日　時　７月９日◯土土　 
　　　　　午後５時30分開演
◇会　場　百年記念ホール 講堂
◇出　演　岡崎 倫典（おかざき りんてん）
◇料　金　全席自由3,000円（当日500円増）
※未就学児入場不可（託児申し込みは６月29日まで）

下村由理恵 B
バ レ エ

allet P
パ フ ォ ー マ ン ス

erformance 2016７/24
◯日日

◇日　時　７月24日◯日　 午後２時開演
◇会　場　百年記念ホール 大ホール
◇出　演　篠原聖一、下村由理恵、菅野英男、
　　　　　下村由理恵バレエアンサンブル、
　　　　　地元ダンサー
◇料　金　全席指定4,000円（当日500円増）

豊かな自然を心から愛する岡崎倫典ならではの音楽は、大
地の美しくも厳しい情景を浮かび上がらせてくれる。
６本の弦から流れるメロディーに、人は時に涙を流す…　

◇展示コーナー

【ふらっとあーと展】
　幕別切り絵の会　作品展
　６月23日◯木まで　 本館

日　時　６月１日◯水　 午前10時30分～　上映時間：約90分

場　所　図書館本館　研修室

◆コミバスde映画会

　「もういちど」　　主演：林家たい平

６/12
◯日日

日日野皓正 Quintet Tour 2016
“HOKKAIDO Circuit”

ツワモノどもの饗宴
世界のヒノテルが繰り広げる
一夜限りのハイヴォルテージ
パフォーマンス　

まっくグランドミュージックVol.016
ギターアンサンブルコンサート2016

◇日　時　８月21日◯　日 午後２時開演 

※公演日当日先着650名様ＣＤプレゼント
◇会　場　百年記念ホール 大ホール
◇出　演　新沼謙治、多岐川舞子、田川寿美、
　　　　　村木 弾、走 裕介、佐々木秀美、出光仁美
◇料　金　全席指定3,800円（当日500円増）
※未就学児入場不可（託児申し込みは８月11日まで）

日　時　６月４日◯土、５日◯日
　　　　午前10時～午後３時
■問　幕別切り絵の会　一色
　　（℡090-7050-8666）

◇日　時　６月18日◯土土  開演午後２時（観覧無料）
K-POP ミニライブゲスト：チョウン
お問合わせ先　駐日韓国大使館 韓国文化院

６/18
◯土土

昔懐かしいメロディー
◇日　時　６月19日◯日　 
　　　　　午後２時開演
◇会　場　百年記念ホール 講堂
◇出　演　レインボーユニット・オゾン
◇ゲスト出演　内山 一彦（オーボエ）
　　　　　　　池田 知佳士（カホン）
◇入場無料

６/19
◯日日

　豪華メンバー出演 夏の演歌の祭典

８/21
◯日日 コロムビア 幕別演歌まつり

　好評開催中!!


