
費用の記載が無い講座や催しなどは無料で
す

　サザンドームのしろ「太古の
森～メッセージの森」にてイル
ミネーション装飾を行っていま
す。ぜひご覧ください。
日時　１月31日㈰まで　
　　　午前９時30分～午後４時

30分
※毎週月曜日は休館日（月曜が祝
日の場合は翌日休館）

※12月28日㈪～１月４日㈪は年
末年始のため休館

※１月11日（月・祝）は臨時開館日

きみ恋講座
恋文すぽっと きみまち☎88-8407

●トールペイント講座
　扇型の木製プレート（上幅25㎝、
下幅11㎝、高さ11㎝）にツバキを
描きます。
日時　12月15日㈫午後１時～４時
定員　先着５人　費用　1,600円

●高橋公証人の遺言講座
　相続、遺言、任意後見、尊厳死に
ついて説明をします。
日時　12月16日㈬
　　　午後１時30分～３時
定員　先着５人

●ポーセラーツ講座
　オリジナル陶磁器を作ります。
日時　12月18日㈮
　　　午後１時30分～３時30分
定員　先着５人
費用　1,000～2,600円

●ハーバリウム講座
　好みの花を選んで作ります。
日時　12月25日㈮
　　　午後１時30分～４時
定員　先着５人
費用　1,400円

>>いずれも
申し込み　電話で

天神工房木工教室
天神工房☎88-8815

日時　12月23日㈬午前９時～正午ごろ
定員　８人
費用　2,500円（傷害保険込）
申し込み　12月17日㈭まで（必着）
郵便番号、住所、氏名、生年月日、
電話番号、「カップ＆ソーサーラ
ック」と記入し、往復はがきで
送り先　〒018-3102
　　　　能代市二ツ井町小繋字
　　　　天神道上38-1　天神工房
※申し込み多数の場合は抽選します。

働く婦人の家主催講座
中央公民館☎54-8141

●初心者でも安心！
　シェイプアップエアロビ講座
　楽しく全身を動かし、気持ちの良
い汗を流して、心も体もスッキリし
ましょう。
日時　１月13日㈬
　　　午前10時～11時
場所　能代市文化会館
講師　studio JAM　安井加奈子さん
対象　市内に在住・在勤の成人女性
定員　先着12人
申し込み　12月17日㈭午前９時から
電話で

※託児あり（要相談）

親子でTOMO育講座
中央公民館☎54-8141

●作って楽しい！食べて美味しい！
　アイシングクッキー講座
　見た目も可愛く、食べてもおいし
いアイシングクッキー。クッキーの
楽しいデコレーションの仕方を、親
子で学びます。アニメキャラクター
など３種に挑戦します。
日時　１月６日㈬午前10時～正午
場所　働く婦人の家
講師　日本アイシングクッキー
　　　認定インストラクター
　　　保立和恵さん（kafuu。）
対象　市内在住の小学生とその保護者
※保護者が対応できる範囲のきょうだ
いの参加可
定員　先着10組20人
費用　1,000円（きょうだいで参加
の場合１人追加につき1,000円）
申し込み　12月16日㈬午前９時から
電話で

親子わくわく教室
中央公民館☎54-8141

●親子ふれあいヨガで
　リフレッシュしよう！
　ヨガを通じて、親子で触れ合いな
がら健康な体づくりをしましょう。
日時　１月16日㈯
　　　午前10時～11時
場所　能代市文化会館
講師　Zut Yoga　鎌田裕美さん
対象　市内に在住する３～６歳の未
就学児童（平成26年４月２日～29
年４月１日生まれ）とその保護者

※保護者が対応できる範囲のきょうだ
いの参加可
定員　先着７組14人
申し込み　12月12日㈯午前９時から
電話で

●たこを作ってあげよう！
日時　12月26日㈯
　　　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　12月15日㈫～22日㈫正午
までに電話で

●エコバッグにデコパージュ
日時　12月27日㈰午前10時～正午
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）
費用　500円
申し込み　12月15日㈫～22日㈫正午
までに電話で

●ロボット・プログラミング講座
　「レゴマインドストームEV3を
　使ってトレーニングロボットで
　惑星を探査しよう」
日時　①１月９日㈯
　　　午前９時30分～ 11時30分
　　　②１月９日㈯
　　　午後１時30分～３時30分
　　　③１月11日（月・祝）
　　　午前９時30分～ 11時30分
　　　④１月11日（月・祝）
　　　午後１時30分～３時30分
対象　小・中学生（小学３年生以下
は保護者同伴）

定員　各回５人（市内在住の方優先）
申し込み　①②12月22日㈫～１月６
日㈬正午まで、③④12月22日㈫～１
月７日㈭正午までにそれぞれ電話で

　※参加は１人につき１回まで

●サイエンスポケットのおもしろ
　科学実験「光の科学」
日時　１月10日㈰
　　　午後１時30分～３時
対象　小・中学生（小学３年生以下
は保護者同伴）
定員　12人（市内在住の方優先）
申し込み　12月15日㈫～１月６日㈬
正午までに電話で

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。

サ

マナブゥ指定講座

あきたサイエンスクラブ推奨講座

サ

サ

高さ　 62㎝
幅　　 43㎝
奥行き 20㎝

カップ＆ソー
サーラックを
作ります

イベント案内 能代エナジアムパーク☎52-2955

子ども館冬休み講座 子ども館☎52-1277

●クリスマス企画
　「あつまれエナージュの森」
日時　12月25日㈮まで
　　　午前９時30分～午後４時30分

◆だまし絵ぎゃらりー
　２ｍ以上ある、だまし絵（トリッ
クアート）を展示します。

◆クリスマス工作
①ミニミニガチャマシンをつくろう
　厚紙ペーパークラフトで小さいガ
チャマシンを作ります。
日時　12月12日㈯・13日㈰
　　　午前９時30分～
　　　（なくなり次第終了）
定員　先着30人

②ときめきジェリードーム
　水で膨らむビーズを使いジェリー
ドームを作ります。
日時　12月19日㈯・20日㈰
　　　午前９時30分～
　　　（なくなり次第終了）
定員　先着30人
※いずれも事前予約不可

◆クリスマスクイズ
日時　12月12日㈯・13日㈰
　　　　　19日㈯・20日㈰
　　　午前９時30分～
　　　（定員に達し次第終了）
対象　小学生以下
定員　各日50人

クリスマス
　イルミネーション
　　　　を行います

楽しい会話が聞こ
えてきそうな

　　　　　　　　
なかよし４歳児

子どもの願いに添うように　　　　　努力する保育士達

でも、大切にしたものは、子どもの姿に漂います。○ 大切なものは、目にみえません
○ お宮の豊かな自然の中で、のびのびと心も体もすこやかに。

○ ｢驚く心｣ をもって、幼な子をみつめます。

園児募集

先生に見守られ「ヤッホー！」　　　　　　とご機嫌な２歳児
渟城幼稚園・ていじょう保育園
能代市柳町１３－２１　☎52－4136
ホームページhttp://www.shirakami.or.jp/~teijo-youchien/

広報のしろ  2.12.10 20



費用の記載が無い講座や催しなどは無料で
す

　サザンドームのしろ「太古の
森～メッセージの森」にてイル
ミネーション装飾を行っていま
す。ぜひご覧ください。
日時　１月31日㈰まで　
　　　午前９時30分～午後４時

30分
※毎週月曜日は休館日（月曜が祝
日の場合は翌日休館）

※12月28日㈪～１月４日㈪は年
末年始のため休館

※１月11日（月・祝）は臨時開館日

きみ恋講座
恋文すぽっと きみまち☎88-8407

●トールペイント講座
　扇型の木製プレート（上幅25㎝、
下幅11㎝、高さ11㎝）にツバキを
描きます。
日時　12月15日㈫午後１時～４時
定員　先着５人　費用　1,600円

●高橋公証人の遺言講座
　相続、遺言、任意後見、尊厳死に
ついて説明をします。
日時　12月16日㈬
　　　午後１時30分～３時
定員　先着５人

●ポーセラーツ講座
　オリジナル陶磁器を作ります。
日時　12月18日㈮
　　　午後１時30分～３時30分
定員　先着５人
費用　1,000～2,600円

●ハーバリウム講座
　好みの花を選んで作ります。
日時　12月25日㈮
　　　午後１時30分～４時
定員　先着５人
費用　1,400円

>>いずれも
申し込み　電話で

天神工房木工教室
天神工房☎88-8815

日時　12月23日㈬午前９時～正午ごろ
定員　８人
費用　2,500円（傷害保険込）
申し込み　12月17日㈭まで（必着）
郵便番号、住所、氏名、生年月日、
電話番号、「カップ＆ソーサーラ
ック」と記入し、往復はがきで

送り先　〒018-3102
　　　　能代市二ツ井町小繋字
　　　　天神道上38-1　天神工房
※申し込み多数の場合は抽選します。

働く婦人の家主催講座
中央公民館☎54-8141

●初心者でも安心！
　シェイプアップエアロビ講座
　楽しく全身を動かし、気持ちの良
い汗を流して、心も体もスッキリし
ましょう。
日時　１月13日㈬
　　　午前10時～11時
場所　能代市文化会館
講師　studio JAM　安井加奈子さん
対象　市内に在住・在勤の成人女性
定員　先着12人
申し込み　12月17日㈭午前９時から
電話で

※託児あり（要相談）

親子でTOMO育講座
中央公民館☎54-8141

●作って楽しい！食べて美味しい！
　アイシングクッキー講座
　見た目も可愛く、食べてもおいし
いアイシングクッキー。クッキーの
楽しいデコレーションの仕方を、親
子で学びます。アニメキャラクター
など３種に挑戦します。
日時　１月６日㈬午前10時～正午
場所　働く婦人の家
講師　日本アイシングクッキー
　　　認定インストラクター
　　　保立和恵さん（kafuu。）
対象　市内在住の小学生とその保護者
※保護者が対応できる範囲のきょうだ
いの参加可
定員　先着10組20人
費用　1,000円（きょうだいで参加
の場合１人追加につき1,000円）

申し込み　12月16日㈬午前９時から
電話で

親子わくわく教室
中央公民館☎54-8141

●親子ふれあいヨガで
　リフレッシュしよう！
　ヨガを通じて、親子で触れ合いな
がら健康な体づくりをしましょう。
日時　１月16日㈯
　　　午前10時～11時
場所　能代市文化会館
講師　Zut Yoga　鎌田裕美さん
対象　市内に在住する３～６歳の未
就学児童（平成26年４月２日～29
年４月１日生まれ）とその保護者

※保護者が対応できる範囲のきょうだ
いの参加可
定員　先着７組14人
申し込み　12月12日㈯午前９時から
電話で

●たこを作ってあげよう！
日時　12月26日㈯
　　　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　12月15日㈫～22日㈫正午
までに電話で

●エコバッグにデコパージュ
日時　12月27日㈰午前10時～正午
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）
費用　500円
申し込み　12月15日㈫～22日㈫正午
までに電話で

●ロボット・プログラミング講座
　「レゴマインドストームEV3を
　使ってトレーニングロボットで
　惑星を探査しよう」
日時　①１月９日㈯
　　　午前９時30分～ 11時30分
　　　②１月９日㈯
　　　午後１時30分～３時30分
　　　③１月11日（月・祝）
　　　午前９時30分～ 11時30分
　　　④１月11日（月・祝）
　　　午後１時30分～３時30分
対象　小・中学生（小学３年生以下
は保護者同伴）
定員　各回５人（市内在住の方優先）
申し込み　①②12月22日㈫～１月６
日㈬正午まで、③④12月22日㈫～１
月７日㈭正午までにそれぞれ電話で

　※参加は１人につき１回まで

●サイエンスポケットのおもしろ
　科学実験「光の科学」
日時　１月10日㈰
　　　午後１時30分～３時
対象　小・中学生（小学３年生以下
は保護者同伴）

定員　12人（市内在住の方優先）
申し込み　12月15日㈫～１月６日㈬
正午までに電話で

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。

サ

マナブゥ指定講座

あきたサイエンスクラブ推奨講座

サ

サ

高さ　 62㎝
幅　　 43㎝
奥行き 20㎝

カップ＆ソー
サーラックを
作ります

イベント案内 能代エナジアムパーク☎52-2955

子ども館冬休み講座 子ども館☎52-1277

●クリスマス企画
　「あつまれエナージュの森」
日時　12月25日㈮まで
　　　午前９時30分～午後４時30分

◆だまし絵ぎゃらりー
　２ｍ以上ある、だまし絵（トリッ
クアート）を展示します。

◆クリスマス工作
①ミニミニガチャマシンをつくろう
　厚紙ペーパークラフトで小さいガ
チャマシンを作ります。
日時　12月12日㈯・13日㈰
　　　午前９時30分～
　　　（なくなり次第終了）
定員　先着30人

②ときめきジェリードーム
　水で膨らむビーズを使いジェリー
ドームを作ります。
日時　12月19日㈯・20日㈰
　　　午前９時30分～
　　　（なくなり次第終了）
定員　先着30人
※いずれも事前予約不可

◆クリスマスクイズ
日時　12月12日㈯・13日㈰
　　　　　19日㈯・20日㈰
　　　午前９時30分～
　　　（定員に達し次第終了）
対象　小学生以下
定員　各日50人

クリスマス
　イルミネーション
　　　　を行います

ごようはシルバ ー

公益社団法人 能代市シルバー人材センター ☎54－4688

会員募集中！／新規入会女性会員は初年度年会費無料です！

◎ 次 回 説 明 会 ①12月17日㈭、令和３年１月21日㈭  ②１月７日㈭
◎ 場 所 ・ 時 間 ①サン・ウッド能代・午後１時30分から
 ②センター会議室・午後１時30分から
◎ 対 　 象 　 者 能代市に住む原則60歳以上の方植木の手入れ

襖･障子張り 宛名･賞状書き運　転

施設管理

チラシ等配布 屋内外清掃家事援助除雪・排雪

能代市シルバー
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