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2/11㊏

北海道歌旅座の歌姫・JUNCOと奈
梨子が贈る、ありのままの音楽会、

「オールド・アンド・ニュー」。過去と
明日を純麗な旋律でつなぐステージ
を、心ゆくまでお楽しみさい。

２月11日㊏　午後２時開演
百年記念ホール 講堂
1,000円（当日500円増）全席自由

※未就学児入場不可。
　（託児申し込みは公演日の10日前まで）

JUNCO&NARIKO
OLD&NEW

便利なスマホを使いこなさなきゃ
もったいない！
スマホ・タブレット講座

全４回
①２月16日㊍、 ②２月23日㊍
③３月２日㊍、 ④３月９日㊍
A n d r o i d コ ー ス …午前10時～正午
iPhone、iPadコース…午後２時～午後４時

学習室２
各コース15人

　（応募者多数の場合抽選）
2,000円（テキスト代1,200円込）

※Wi-Fi専用タブレットは、別途100円
（講座４回分）で通信が可能です。

２月９日㊍まで
スマートフォン・タブレット、筆記用具等
講師：井上　和則氏

　（パソコン教室・パソコンサポート
　「コミノ」代表）

百年記念ホール  講座

百年記念ホール  公演案内

図書館  今月の行事と催し

・
▶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）
※２月の休館日：２月７日㊋、14
日㊋、21日㊋、27日㊊、28日㊋

【休館日】

　　おはなし会

▶ちるどらん
２月９日㊍　午前10時
図書館本館研修室　　

▶ババール
２月25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
２月４日㊏、２月18日㊏

　午前10時30分
図書館札内分館

▶おはなしのたね
２月17日㊎　午後４時　
ふれあいセンター福寿　

２月の特別展示テーマ
「むか～し、むかしのお話」

なつかしい昔々のお話たち。誰かに
語ってみませんか？

２月１日㊌
～２月26日㊐

図書館本館
　札内分館
　忠類分館

まくバスde落語上映会・
まくバスde映画会

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」（110分）
　三遊亭兼好、三遊亭円丈、柳家権太楼

２月１日㊌　午前10時30分
図書館本館 研修室　 無料

▶映画「刑事」（90分）
　主演:高倉　健

３月１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。

町民文芸「まくべつ」
第33号原稿募集

平成29年10月1日に発行する町民文
芸誌の原稿を募集しています。
▶応募資格　

町内在住の方、または町にゆかり
のある15歳以上の方

▶募集作品
 ・ 小説、戯曲 …………… 各50枚以内
 ・ 童話、民話、物語 ……… 各20枚以内
 ・ 俳句、川柳 ………………… 各５句
 ・ 短歌 …………………………… ５首
 ・ 詩 ………………………… 40行以内
▶注意事項
①同一ジャンルの作品は１人１編の

み（未発表のものに限る）。
②原稿用紙（26字×22行）は、編集委

員会指定（赤罫線）のものを使用し
てください。原稿用紙は各図書館
にあります。　※字数、行数に合わ
せたデータでの原稿提出も可

③原稿には住所・氏名・電話番号を明
記してください。

④投稿者からの協力金をお願いして
います。

▶原稿締切日　３月30日㊍
▶原稿採否　編集委員会で決定

・ 幕別町図書館文芸誌事務局
　　（図書館本館内）

本館で「ストレス測定」実施中！
近頃、疲れていませんか？
約３分で「見えない疲労」を測定するスト
レス測定器を図書館本館に常設しています。
ストレスケアの手助けになる本も多数揃え
ていますのでぜひお立ち寄りください。

▶絵本
・トーマスの新テレビえほん
・ペネロペおはなしえほん
・サザエさんえほん
・ポコポコのおやつえほん
・チャーリーとローラ

新刊案内　シリーズの新作が入荷！

町民文芸「まくべつ」
第32号 好評販売中

特集は、幕別生まれの作曲家、万城目
正の生涯と作品（下）。
▶販売場所

図書館全館、役場
住民生活課、忠類
総 合 支 所 生 涯 学
習課、札内支所

▶金額　1冊500円

幕別町図書館寄席ですっかりお馴染
みの二人がそろい踏み！お気軽にお
越しください。

２月11日㊏  午後３時開場
　午後３時30分開演

図書館本館  研修室　 無料 

瀧川鯉朝・２代目三笑亭夢丸
立春落語会

▶おはなし
・なんでも魔女商会
・お願い！フェアリー
・動物と話せる少女リリアーネ
・幽霊探偵ハル
・ここは妖怪おたすけ委員会

今日から「お金」に好かれる
あなたになろう！
知っ得！マネー講座

 全２回（単発受講可）
　①２月25日㊏ 、 ②３月４日㊏　

午前10時～午前11時30分 
学習室２
一般20人（応募者多数の場合抽選）
1,000円　※単発受講は１回500円
２月18日㊏まで
筆記用具等
講師：山崎　増美氏

　（ファイナンシャルプランナー）

楽しく歩いて寒さを吹き飛ばそう！
みんなでウォーキング講座

全２回（単発受講可）
①２月22日㊌、 ②３月１日㊌
　午後２時～午後４時

講堂（座学）、ホール周辺（実技）
※悪天候の場合は館内でウォーキング

一般15人（応募者多数の場合抽選）
1,000円

※ 単 発 受 講 は １ 回
500円
２月15日㊌まで
飲み物、動きやす
く暖かい服装等

※専用ポール、スノーシューは貸出
します。
講師：鞘野　紳量氏

　(ノルディックフィットネス協会
　アドバンスインストラクター)

2/26㊐
まっくグランドミュージックVol.20
春待ちコンサート

～柔らかなギターの響きに乗せて～
結成23年目の男性３人女性５名のク
ラシックギターアンサンブル。色々
なジャンルの曲をお聴かせします。
出演／アスタマニャーナ

２月26日㊐　午後４時開演
百年記念ホール  講堂  入場無料

3/12㊐
第20回 舞と歌
出演／藤間流藤寿会と町内有志一同

３月12日㊐　午後１時開演
百年記念ホール  大ホール
800円（当日100円増）全席自由

後援／NPO法人まくべつ町民芸術劇場

NPOまくべつ町民芸術劇場
平成29年度

正会員・賛助会員募集

まくべつ町民芸術劇場は、町の
文化・芸術の拠点である百年記
念 ホ ー ル で 優 れ た 文 化・芸 術
など紹介する、地域に根ざした
NPO法人です。
正会員は音楽や演劇などの企
画・当日の運営を行い、賛助会
員は、そのサポートなどを行い
ます。
どちらの会員も3,000円分の優
待券や公演の先行販売、ポイン
トカードなどの特典が付きま
す。皆さまのご入会をお待ちし
ています。
 ・ 正会員 …… 年会費10,000円
 ・ 賛助会員 年会費  3,000円
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