
費用の記載が無い講座や催しなどは無料で
す

モデルロケット教室
子ども館☎52-1277

●モデルロケットの製作と打ち上げ
　今年度最後のモデルロケット教室
を実施します。
日時　11月３日（火・祝）
　　　午前９時30分～ 11時30分
対象　小・中学生（小学３年生以下
は保護者同伴）
定員　10人（市内在住の方優先）
申し込み　10月20日㈫～ 31日㈯正
午まで電話で

※マナブゥ指定講座
※あきたサイエンスクラブ推奨講座

市民おもしろ塾10月講座
事務局☎080-4131-3634

●～人の話を“きく”力、自分の
　心の保ち方～
　「コロナ禍でいのちの大切さを
　考える」
日時　10月31日㈯
　　　午後１時30分～３時30分
講師　あきた自殺対策センター
　　　蜘蛛の糸
　　　理事長　佐藤久男さん
場所　中央公民館
費用　会員200円、非会員300円
※能代市市民まちづくり活動支援事業
補助金を活用しています。

秋の山野草展
能代エナジアムパーク☎52-2955

　能代白神山草会会員が育てたシャ
ジン類、ダイモンジソウ類、ホトト
ギス類などの秋の山野草を約100鉢
展示します。
日時　10月17日㈯～ 18日㈰
　　　午前９時30分～午後４時30分

※18日は午後４時まで

環境大学講座 自然観察会
環境衛生課☎89-2173

　秋の十二湖と留山での自然観察を
通じて、貴重な自然環境について考
えます。ハイキングに適した服装と
靴でお越しください。
期日　11月７日㈯
日程　午前７時30分/二ツ井町庁舎発
　　　午前８時10分/市役所本庁舎発
　　　午前/十二湖散策
　　　午後/留山散策
　　　午後４時15分/市役所本庁舎着
　　　午後４時15分/二ツ井町庁舎着
対象　成人　定員　先着10人
申込み　10月27日㈫までに電話か
ファクス（89-1769）、Eメール（ka
　nkyo@city.noshiro.lg.jp)で

働く婦人の家主催講座
中央公民館☎54-8141

●年賀状に大活躍！
　消しゴムはんこ講座
　2021年の年賀状は、手作りの消
しゴムはんこで彩ってみませんか。
干支のうしの背中に「2021」の文字
が入った消しゴムはんこ（直径8.5
㎝）を作ります。
日時　11月11日㈬
　　　午前10時～正午
講師　hanko＆design sato工房
　　　米屋智子さん
対象　成人女性（市内に在住または
　勤務の方優先）
定員　先着12人
費用　1,000円
申し込み　10月14日㈬午前９時か
ら電話で

第４回能代おもしろ映画祭り
実行委員会☎080-4131-3634

◆11月13日㈮午前９時45分～
場所　能代市文化会館
作品　「悪い奴ほどよく眠る」
　　　「白い巨塔」「張り込み」
　　　「黒い画集　あるサラリーマン
　　　の証言」
費用　４本立て500円（小中高生無料）

◆11月14日㈯午前10時～
場所　能代山本広域交流センター
作品　バリアフリー映画「WOOD JOB!」
　　　女流活弁士無声映画「チャッ
　　　プリンの放浪者」
　　　「番場の忠太郎　瞼の母」
費用　３本立て500円（小中高生無料）

◆11月15日㈰午前11時～
場所　能代図書館
作品　「モンスターホテル」
　　　「アオゾラカット」
定員　先着16人

※前売券を能代市文化会館や道の駅ふ
たついなどで販売。

※能代市市民まちづくり活動支援事業
補助金を活用しています。

10月木工教室
木の学校☎52-5249

日時　10月28日㈬、29日㈭
　　　のいずれか
　　　午前９時～午後３時30分
定員　各15人　費用　2,000円
申し込み　10月17日㈯まで（必着）
に作品名、希望日（１日のみ）、郵
便番号、住所、氏名、電話番号を
記入して往復はがきで。または木
の学校のホームページ（https://
kino-gakkou.com/）の問い合わせ
フォームから

送り先　〒016-0171
　　　　能代市河戸川字南西山18-19
　　　　能代市木の学校
※抽選につき１枚で１人まで

高さが二段階に調整できる折りたたみ
テーブルを作ります

高さ65㎝、幅60㎝、奥行き40㎝

高さ44㎝、幅60㎝、奥行き40㎝

二ツ井芸文祭2020
二ツ井町芸術文化協議会事務局

☎090-8785-8823
◆展示部門
　（絵画、陶芸、俳句、文化財他）
日時　10月23日㈮～ 26日㈪
　　　午前９時～午後７時

※26日は午後５時まで

◆発表部門
　（手踊り、大正琴）
日時　10月25日㈰
　　　開場　午後１時
　　　開演　午後１時30分

>>いずれも
場所　二ツ井公民館

各種講座に参加する際や施設を利用する際はマスクの着用にご協力をお願いします。

高

低

　公演・演奏会・展示会の開催や、民俗芸能や文化財の保存活用、伝統
工芸技術の保存伝承など、地域の文化振興や普及を図る活動を助成しま
す。今回は、事前相談や申請を全てインターネットを介して行います。
詳細は公式ホームページをご確認ください。
応募相談　10月30日㈮まで
応募受付　11月20日㈮まで
問合せ　独立行政法人日本芸術文化振興会
　　　　https://www.ntj.jac.go.jp/kikin.html

令和３年度文化芸術振興基金 助成対象活動募集 市役所市民ギャラリー
展示物のご案内

◆ディンプルアート（ガラス絵）
期間　10月23日㈮～ 28日㈬
　市民ギャラリーへの展示の
申し込みを受け付けています。
　詳細は総務課までお問い合
わせください。
問合せ　総務課☎89-2113

サ

そんなお悩みを持つ方へ
おすすめしたい敷きふとん
　ドクターセラ スリーエス

フトンショップミヤコシ

いつも体が冷える…
　寝たのに疲れがとれない…
　　慢性的な頭痛・肩こりなど…
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