
日本画を学び、古典的な技法を学ぼう！
初めての日本画講座

全10回　午前10時～正午
　①10月27日㊍　　②11月10日㊍
　③11月24日㊍　　④12月１日㊍
　⑤12月15日㊍
　⑥平成29年１月12日㊍
　⑦平成29年１月26日㊍
　⑧平成29年２月２日㊍
　⑨平成29年２月９日㊍
　⑩平成29年２月16日㊍　

絵画室　 一般12人
5,000円　材料代6,000円

　（岩絵具、筆２本、パネル、麻紙等）
10月20㊍まで
描きたいもののデッサン、写真、ス
ケッチブック、筆記用具、エプロン等
講師：山岸　温子氏

　（町内在住・日本画講師）

自分のノートパソコンで筆まめソフ
トを使ってみよう！

トびっきリ素敵な年賀状を
作ろう！

全４回　午前10時～正午
　①11月14日㊊
　　筆まめソフトのインストール
　②11月21日㊊
　　住所録作成と一覧表作成
　③11月28日㊊
　　デザイン作成１
　④12月５日㊊
　　デザイン作成２
※内容が変更となる場合もございま

す。
学習室２
一般15人
2,000円　材料代1,000円
11月4日㊎まで
ノートパソコン、筆記用具等

　（ノートパソコンをお持ちでない
方は貸出用が数台ありますので、
ご相談ください）
講師：井上　和則氏

　（町内在住、「パソコン教室・サポー
トコミノ」代表）

妊婦さんにやさしいハーブを知ろう！
産前産後のハーブ講座

10月24日㊊　
　午前10時～正午

和室２
一般12人
500円

　材料費300円 
10月17日㊊まで（定員に余裕があ
る場合は開講後も申込可）
筆記用具等
講師：増岡　麻水氏

　（メディカルハーブ協会認定ハー
バルセラピスト）

※各講座申し込み多数の場合は抽選になります。　 ・ 百年記念ホール（☎ 56-8600）

町のホームページでカラーで
公開しています。

PN.マメ

イラスト

俳句・川柳
・台風に  耐えて無念の  爪の跡  　  （市丸　珠己）
・ヤマモミジ  ニジマス産卵  色映し（堀井　　守）
・盆送り  花火待つ子の  瞳キラリ　（澤谷　博子）

▶応募方法　ハガキ・メールに①クイズの答え②住
所③氏名④年齢⑤「広報まくべつ」についてひと言 を
記入して応募してください。正解者の中から抽選で４
人に500円分の図書カードをプレゼント！

10月17日㊊まで　　 ・ 政策推進課「広報クイズ」係
　（〒089-0692 幕別町本町130番地１／☎ 54-6610）

koho@town.makubetsu.lg.jp
※メールで応募の場合は件名を「広報クイズ応募」としてください。

■９月号クイズの正解 
　③4,500件
■９月号当選者
　（応募18通・正解18人）

上光花凛さん
日光信子さん
中山久江さん
田中貴子さん

10月号
クイズ 

広報まくべつ10月号は
今月号で何号ですか？
①№750　②№777　③№800

Q
▶応募方法　ハガキに黒字で大きく

「まくべつ」と横書きし、① 住所 ② 氏
名 ③年齢を書いて応募してください。
題字に採用された方に500円分の図書
カードをプレゼントします。

10月17日㊊まで
・ 政策推進課「広報題字」係

  （〒089-0692 幕別町本町130番地１ 
☎ 54-6610）

11月号の表紙題字募集 

PN.はるはる

PN.もみじ乗り
パオくん

PN.もみじPN.ラストブシ
ニャン

10/2㊐
スーパーライブ 笑○in幕別
出演／ナイツ、ドランクドラゴン、イ
ンスタントジョンソン、どぶろっく、
ニッチェ、ゆってい、あばれる君

10月２日㊐　午後４時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定3,500円

※未就学児膝上観覧無料

百年記念ホール、役場戸籍住民係、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、酒のきがわ、音更町文化センター

チ ケット
発売場所

百 年 記 念
ホ ー ル H P

CRAZY KEN BAND TOUR
香港的士 2016

10月３日㊊　午後６時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定6,900 円

※入場年齢制限なし（４歳未満でも入場す
るすべての方にチケットが必要です）

10/3㊊
10/20㊍
藤陵雅裕  Quartet
 LIVE in 幕別 2016

出演／藤陵雅裕 Quartet
藤岡正弘（サックス）、福田重男（ピアノ）、
髙瀨裕（ベース）、安藤正則（ドラム）

10月20日㊍　午後７時開演
百年記念ホール 講堂
2,500円（当日3,000円）

※未就学児入場不可
※託児（無料）をご希望の方は公演日の

10日前までにお申し込みください。

11/17㊍
Fumiya Fujii
CONCERT TOUR 2016
大人ロック

11月17日㊍　午後７時開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定8,300円

※３歳以上入場可、但しチケット必要
※託児（無料）をご希望の方は公演日

の10日前までにお申し込み下さい。
※一般販売WEB限定　
　【プレイガイド】
　イープラス　http://eplus.jp
　チケットぴあ
　0570-02-9999(P.303-366)
　ローソンチケット
　0570-084-001(L.11465)

百年記念ホール・公演案内

※価格は全て税込みです。   ・ 百年記念ホール（☎ 56-8600  56-8602  info@m100.jp  http://m100.jp/）

10/16㊐

1980年「響け!十勝の空へ」を合言葉
に、発足した吹奏楽愛好市民バンド
"帯吹"登場です。

10月16日㊐　午後３時開演
百年記念ホール 講堂　 無料

まっくグランドミュージック Vol.18
帯広吹奏楽団 
ミニコンサートin 幕別

12/18 ㊐
クリスマスジャズライブ2016
道内各地で活躍するジャズスクール
の子どもたちが盛大にコンサートを
行います。可愛くも迫力ある演奏に
驚かれること間違いなしです！

12月18日㊐　午後１時開演
百年記念ホール 大ホール
500円

12月10日㊏　午後４時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定5,800円

※３歳以上有料。３歳未満は保護者１名
につき１名まで膝上鑑賞可（席が必
要な子どもはチケットが必要です）

「ひとりのビッグショー」
清水ミチコ
30th anniversary

12/10㊏

11/2㊌～ 11/27㊐
第4回Ｉlove まくべつ
フォトコンテスト

11月2日㊌～27日㊐
【応募作品テーマ】

　「幕別ときめきショット」１人1点
　【応募方法】
　写真（A4サイズ限定・フィルムカメ

ラ、デジタルカメラ、携帯電話で撮
影したもの）に専用の応募用紙を
貼り、持ち込みまたは郵送で応募
してください。

※入賞作品には記念品を進呈します。
※応募用紙は、ホームページからも

ダウンロードできます。
　【展示期間】12月１日㊍～19日㊊
　【展示場所】百年記念ホールギャラリー
　【入賞発表】12月11日㊐　
※入賞者に直接通知、ホームページ

で発表します。
※最優秀作品は、賞状と２万円相当

の副賞、入賞作品にはそれぞれ賞
状と副賞を進呈します。

10/16㊐
20th Anniversary
PUFFY TOURISTS社で行く
PUFFYTOURS ホールで覚醒

10月16日㊐　午後６時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定5,500円

※３歳以上有料、３歳未満入場無料（席が
必要な子どもはチケットが必要です）

※託児（無料）をご希望の方は公演日
の10日前までにお申し込み下さい。

※一般販売WEB限定　
　【プレイガイド】
　イープラス　http://eplus.jp
　チケットぴあ
　0570-02-9999(P.303-805)
　ローソンチケット
　0570-084-001(L.11885)

INFORMATION
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百年記念ホール・講座
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道の駅・忠類特設会場（雨天時：忠類コミュニティセンター）

10月16日日

【ステージイベント】
10：00 実行委員長あいさつ
10：05 幕別町長あいさつ
10：10 ナウマン太鼓演奏会
11：20 ものまね歌謡ショー（藤川なお美）
12：00 歌謡ショー（戸川よし乃）
13：00 お楽しみ抽選会・餅まき

※ごみの持ち帰りにご協力ください。
※飲酒運転は絶対におやめください。

ナウマン太鼓演奏

餅まき

忠類和牛の販売

主催：忠類どんとこいむら祭り実行委員会／主管：幕別町観光物産協会／協賛：忠類農業協同組合、幕別町商工会
・ 忠類どんとこいむら祭り実行委員会事務局（忠類総合支所地域振興課内・☎ ８-2111）

【出　店】10：00～13：30
▶忠類和牛の販売　▶ゆり根ほか地場産品販売
▶上尾市物産展　　▶手づくり小物作品の販売など

【お楽しみ抽選会】
特賞の商品券50,000円分（ナウマン温泉ホテルアルコ236と道
の駅・忠類共通商品券）のほか、和牛セットや忠類地域のブラン
ド豚「どろぶた」の詰め合わせなど50品以上の景品をご用意し
ています。当日、会場内で使用できるお楽しみ抽選券付き買い
物券を500円で販売（前売・当日）します。ぜひご利用ください。
▶お楽しみ抽選券付き買い物券販売場所（10月1日～）
ナウマン温泉アルコ236、道の駅・忠類（10月16日㊐は会場で販売）

【フリーマーケット】
出店希望者（町内在住の方のみ）は10月７日㊎までに忠類どん
とこいむら祭り実行委員会事務局にお申し込みください。
出店条件などの詳細はお問い合わせください。

幕別町役場‐札内福祉センター‐会場

10月12日㊌までにご予約ください。
・ 忠類総合支所地域振興課（☎ ８-2111）

連絡
バス

●行き
8：30  幕別町役場発
8：50  札内福祉センター
9：50  会場着

●帰り
13：40  会場発
14：40  札内福祉センター
15：00  幕別町役場着

藤
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要予約
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今月の行事・催し

図
書
館

・
▶図書館本館（☎ 54-4488）
　開館時間：午前10時～午後６時
▶札内分館
　（☎ 56-4888・百年記念ホール内）
　開館時間：午前10時～午後６時
　（木曜は午後８時まで）
▶忠類分館
　（☎ ８-2930・ふれあいセンター福寿内）
　開館時間：午前10時～午後９時

http://mcl.makubetsu.jp/

火曜（祝日の場合は翌平日）、年末
年始、図書整理日（毎月最終平日）
※10月の休館日：10月４日㊋、11
日㊋、18日㊋、25日㊋、31日㊊

【休館日】

　　おはなし会

▶ちるどらん
10月13日㊍　午前10時　
図書館本館研修室

▶ババール
10月22日㊏　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
10月１日㊏、10月15日㊏

　午前10時30分
図書館札内分館

▶おはなしのたね
10月14日㊎　午後４時　
ふれあいセンター福寿　

まくバス de 落語上映会

毎月１日のコミバス無料デー（土、日曜・
祝日は翌運行日）は、「まくバス」に乗っ
て映画や落語DVDを見に図書館へ！
▶落語DVD「ワザオギ落語会」（120分）
　春風亭栄助、三遊亭白鳥、瀧川鯉昇、

橘家圓太郎
10月３日㊊　午前10時30分
図書館本館研修室　 無料

※お茶・コーヒー（無料）があります。

【募集】Edit幕別2016
～編集力養成講座～

幕別町の文化・歴史・自然、多彩な人、
ユニークな物、かけがえのない事な
どを編集し、インターネット上で公
開 し た り 、図 書 館 の 本 棚 構 成 や イ
ベント企画などの活動を担ってい
る「まぶさ」（まくべつBOOKサポー
ター）の第２期生を募集するため、編
集力養成講座を実施します。
▶リアル講座（全５回）
　講師による教室形式の講座。

①10月９日㊐
　②11月12日㊏
　③12月10日㊏
　④平成29年１月21日㊏
　⑤平成29年２月12日㊐
　午後１時～午後３時
※④、⑤は進行状況により日程が変

更する場合があります。
図書館本館研修室　　 無料

▶インターネット講座　
上記期間内で実施

高 校 生 以 上 で 、図 書 館 の サ ポ ー
ターとして協力していただける
方、インターネットに接続できる
環境とパソコンをお持ちの方
編集術基礎、取材・インタビュー

　術、ブログ（原稿）作成術、カメラ撮
　影術、文脈的本棚構成術、物語術など

講師：太田　剛氏
　幕別町図書館アドバイザー／図書

館と地域をむすぶ協議会チーフ
ディレクター／慶應義塾大学講師
／編集工学機動隊ギア（2013年設
立）代表

　編集工学研究所（松岡正剛所長）で
23年間、多様なメディア制作から
地域活性化プロジェクト、企業コ
ンサル、システム開発まで編集工
学を切り口に幅広く活躍。全国で
図書館を核にした地域づくりを支
援している。

※詳細は図書館ホームページでご確
認ください。

北海道日本ハムファイターズ
読書応援企画展示

「グラブを本に持ちかえて」
「宇宙」がテーマのファイターズの栗

山監督と選手18人のおすすめ本など
をご紹介します。

【札内分館】　
　10月１日㊏～10月17日㊊
　【忠類分館】
　10月22日㊏～11月10日㊍　
　【図書館本館】　　
　11月14日㊊～11月28日㊊

10月の特別展示テーマ

「おいしく、読む」
食欲の秋にちなんで、おいしい本を
たくさんご用意しました。
どうぞ、お召し上がりください。

10月１日㊏～10月30日㊐
図書館本館・札内分館・忠類分館

町民文芸「まくべつ」
第32号が完成

特集は、幕別生まれの作曲家、万城目
正の生涯と作品（下）。
10月１日㊏発行。

１冊500円
【販売場所】

図書館全館、役場１階
住民生活課、忠類総合
支所地域振興課、札内
支所、糠内出張所

ハロウィンパーティ
inさつない

国際交流員のレインさん、グリーン
ハウさんと一緒にハロウィンパー
ティを楽しもう。仮装も大歓迎です。

10月15日㊏　午後３時～
百年記念ホール講堂
ストーリータイム、

　ゲーム、クイズ、
　ピニャータなど

不要

図書館本館でストレス測定
実施中！




