
費用の記載が無い講座や催しなどは無料で
す

新春洋らん展
能代エナジアムパーク☎52-2955

　能代エナジアムパーク洋らん友の
会会員が育てたカトレアやリカステ、
デンドロビュームといった多種多様
な洋らんを展示します。
日時　１月９日㈯～11日（月・祝）
　　　午前９時30分～午後４時30分

※11日は午後４時まで

地元探訪まちあるき
中央公民館☎54-8141

　大館能代空港ターミナルビル株式
会社を見学します。
日時　２月３日㈬
 〈中央公民館〉午後１時集合、３時50分ごろ解散
 〈東部公民館〉午後１時20分集合、３時30分ごろ解散
対象　市内に在住・在勤の成人
定員　先着10人　持ち物　マスク、身分証明書
申し込み　１月14日㈭午前９時から電話で

１月木工教室
木の学校☎52-5249

日時　１月14日㈭
　　　午前９時～午後３時30分
定員　15人　費用　2,300円
申し込み　１月４日㈪まで（必着）に
往復はがきまたは木の学校ホーム
ページの問い合わせフォームに作
品名、郵便番号、住所、氏名、電話
番号を記入

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

親子わくわく教室
中央公民館☎54-8141

●親子で楽しむ飾り巻き寿司講座
　お弁当に喜ばれるかわいらしいキ
ャラクターの飾り巻き寿司に親子で
挑戦しましょう。
日時　２月13日㈯
　　　午前10時30分～午後０時30分
場所　働く婦人の家
講師　JSIA飾り巻き寿司インストラクター
　　　森田早苗さん
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～平
成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10組20人　費用　500円
申し込み　１月16日㈯午前９時から
電話で

●おはなし会ぷち
◆ホワイトブックス
日時　１月７日㈭午前10時30分～
●図書館映画上映会
日時／内容　１月17日㈰
午前11時～「ムーミン谷とウィン
ターワンダーランド」（アニメ/86分）
午後２時～「綾小路きみまろ　爆笑！
最新ライブセレクション１』
　（カラー /73分）
>>いずれも
定員　各先着20人
申し込み　電話かカウンターで直接
●おはなし会
◆ホワイトブックス
日時　１月23日㈯午後２時～
●―親子で楽しもう―
　組子細工体験講座
　日本の伝統技術「組子細工」で麻
の葉文様を作ります。
日時　１月24日㈰午前10時30分～
講師　能代市技術開発センター・
　　　木の学校
　　　所長　佐々木松夫さん
対象　小学４～６年生の親子18組
申し込み　電話かカウンターで直接
●おやこわいわいルーム
日時　１月30日㈯・31日㈰
　　　午前９時～
●１月のテーマ展示
一般「ノンフィクション特集」
児童「うし年の本」

●おはなし会
◆らくご絵本でおはなし会
日時　１月16日㈯午後２時～
◆えほん楽しいね！
日時　１月21日㈭午前11時～
●１月のテーマ展示
一般「心あたたまる話」
児童「ふゆのでんとう行事」

働く婦人の家主催講座
中央公民館☎54-8141

●手軽で楽しいソープカービング
　講座
　カービングとは、せっけんや果物、
野菜などに美しい彫刻を施すタイ発
祥の伝統工芸。手軽で楽しく、香り
も良い「ソープカービング」に挑戦
しませんか。（作品の直径は約７㎝）
日時　２月９日㈫
　　　午前10時～正午
場所　中央公民館
講師　Princess Savon
　　　成田麻里子さん
対象　成人女性（市内に在住・在勤
の方優先）

定員　先着12人　費用　1,000円
申し込み　１月12日㈫午前９時から
電話で

※託児有り（応相談）

●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16日㈯
　　　午前９時30分～ 11時30分
　　　②１月16日㈯
　　　午後１時30分～３時30分
　　　③１月17日㈰
　　　午前９時30分～ 11時30分
　　　④１月17日㈰
　　　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　①②１月５日㈫～13日㈬
正午まで、③④１月５日㈫～14日
㈭正午までそれぞれ電話で
※参加は１人につき１回まで

●風の松原チャレンジ！
　「冬の風の松原たんけん！」
　～小動物の足跡探索など～
日時　１月24日㈰
　　　午前９時～ 11時30分

※サン・ウッド能代駐車場に集
合し、徒歩で移動します。

講師　風の松原ガイドの会
対象　小・中学生（小学３年生以下
は保護者同伴）

定員　15人（市内在住の方優先）
申し込み　１月５日㈫～20日㈬正午
　まで電話で
●かがくあそび「宇宙スライムを作ろう」
　①きらきら銀河スライムコース
　②つぶつぶ惑星スライムコース
日時　１月30日㈯
　　　①午前９時30分～ 10時30分
　　　②午前11時～正午

対象　年少児～中学生（小学３年生
以下は保護者同伴）
定員　各10人（市内在住の方優先）
申し込み　１月５日㈫～28日㈭正午ま
でに電話で（１人につき１コース）
●プラネタリウム臨時投映
◆「星時間」～冬の星座と神話～
日時　１月23日㈯
　　　午後２時～（約30分）
◆「かぐやとＫＡＧＵＹＡ」
　　～月が地球にくれた贈り物～
日時　１月30日㈯
　　　午後２時～（約30分）
観覧料　高校生以上１回340円
定員　当日先着50人

楽々座椅子を
作ります

高さ 60㎝
幅 45㎝
奥行き 43㎝

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。

マナブゥ指定講座 サ あきたサイエンスクラブ推奨講座

サ

サ

サ

動物や乗り物の
コースターを作ろう！

市民活動支援センター☎52-0355
日時　１月９日㈯
　　　午前10時～、11時～
　　　午後１時～、２時～
場所　勤労青少年ホーム
講師　木育インストラクター
　　　河田美智子さん
定員　先着５組　申し込み　電話で

子ども館だより 子ども館☎52-1277

＜１月の休館日＞
 １日㈮～４日㈪、12日㈫、
18日㈪、22日㈮、25日㈪

図書館　１月の行事案内

能代図書館  ☎54-1114 二ツ井図書館  ☎88-8853

エルビス、こっちにおいで
文：ロドリゴ・モルレシン
絵：きたむらさとし
訳：宇野和美
出版社：さ･え･ら書房
　悲しみを乗り越え
て最後には幸せにな
ったのら犬エルビス
が語る人間と犬と家
族のこと。犬の気持
ちを分かりたい心優
しいあなたへの一冊
です。

図書館の
新着図書

＜１月の休館日＞
能代図書館　１日㈮～４日㈪、毎週月曜日
二ツ井図書館　１日㈮～５日㈫、毎週火曜日

B
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O
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初心者スキー教室
二ツ井公民館☎73-2590

日時　１月23日㈯、30日㈯、２月６日㈯
　　　午前９時30分～正午
場所　切石ファミリーゲレンデ
対象　小学生以上　費用　500円
持ち物　スキー用具一式、保険証（コピー可）
申し込み　電話か公民館窓口で（用
具レンタル希望の方は要相談）
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費用の記載が無い講座や催しなどは無料で
す

新春洋らん展
能代エナジアムパーク☎52-2955

　能代エナジアムパーク洋らん友の
会会員が育てたカトレアやリカステ、
デンドロビュームといった多種多様
な洋らんを展示します。
日時　１月９日㈯～11日（月・祝）
　　　午前９時30分～午後４時30分

※11日は午後４時まで

地元探訪まちあるき
中央公民館☎54-8141

　大館能代空港ターミナルビル株式
会社を見学します。
日時　２月３日㈬
 〈中央公民館〉午後１時集合、３時50分ごろ解散
 〈東部公民館〉午後１時20分集合、３時30分ごろ解散
対象　市内に在住・在勤の成人
定員　先着10人　持ち物　マスク、身分証明書
申し込み　１月14日㈭午前９時から電話で

１月木工教室
木の学校☎52-5249

日時　１月14日㈭
　　　午前９時～午後３時30分
定員　15人　費用　2,300円
申し込み　１月４日㈪まで（必着）に
往復はがきまたは木の学校ホーム
ページの問い合わせフォームに作
品名、郵便番号、住所、氏名、電話
番号を記入
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

親子わくわく教室
中央公民館☎54-8141

●親子で楽しむ飾り巻き寿司講座
　お弁当に喜ばれるかわいらしいキ
ャラクターの飾り巻き寿司に親子で
挑戦しましょう。
日時　２月13日㈯
　　　午前10時30分～午後０時30分
場所　働く婦人の家
講師　JSIA飾り巻き寿司インストラクター
　　　森田早苗さん
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～平
成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10組20人　費用　500円
申し込み　１月16日㈯午前９時から
電話で

●おはなし会ぷち
◆ホワイトブックス
日時　１月７日㈭午前10時30分～
●図書館映画上映会
日時／内容　１月17日㈰
午前11時～「ムーミン谷とウィン
ターワンダーランド」（アニメ/86分）
午後２時～「綾小路きみまろ　爆笑！
最新ライブセレクション１』

　（カラー /73分）
>>いずれも
定員　各先着20人
申し込み　電話かカウンターで直接
●おはなし会
◆ホワイトブックス
日時　１月23日㈯午後２時～
●―親子で楽しもう―
　組子細工体験講座
　日本の伝統技術「組子細工」で麻
の葉文様を作ります。
日時　１月24日㈰午前10時30分～
講師　能代市技術開発センター・
　　　木の学校
　　　所長　佐々木松夫さん
対象　小学４～６年生の親子18組
申し込み　電話かカウンターで直接
●おやこわいわいルーム
日時　１月30日㈯・31日㈰
　　　午前９時～
●１月のテーマ展示
一般「ノンフィクション特集」
児童「うし年の本」

●おはなし会
◆らくご絵本でおはなし会
日時　１月16日㈯午後２時～
◆えほん楽しいね！
日時　１月21日㈭午前11時～
●１月のテーマ展示
一般「心あたたまる話」
児童「ふゆのでんとう行事」

働く婦人の家主催講座
中央公民館☎54-8141

●手軽で楽しいソープカービング
　講座
　カービングとは、せっけんや果物、
野菜などに美しい彫刻を施すタイ発
祥の伝統工芸。手軽で楽しく、香り
も良い「ソープカービング」に挑戦
しませんか。（作品の直径は約７㎝）
日時　２月９日㈫
　　　午前10時～正午
場所　中央公民館
講師　Princess Savon
　　　成田麻里子さん
対象　成人女性（市内に在住・在勤
の方優先）

定員　先着12人　費用　1,000円
申し込み　１月12日㈫午前９時から
電話で

※託児有り（応相談）

●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16日㈯
　　　午前９時30分～ 11時30分
　　　②１月16日㈯
　　　午後１時30分～３時30分
　　　③１月17日㈰
　　　午前９時30分～ 11時30分
　　　④１月17日㈰
　　　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　①②１月５日㈫～13日㈬
正午まで、③④１月５日㈫～14日
㈭正午までそれぞれ電話で
※参加は１人につき１回まで

●風の松原チャレンジ！
　「冬の風の松原たんけん！」
　～小動物の足跡探索など～
日時　１月24日㈰
　　　午前９時～ 11時30分

※サン・ウッド能代駐車場に集
合し、徒歩で移動します。

講師　風の松原ガイドの会
対象　小・中学生（小学３年生以下
は保護者同伴）
定員　15人（市内在住の方優先）
申し込み　１月５日㈫～20日㈬正午
　まで電話で
●かがくあそび「宇宙スライムを作ろう」
　①きらきら銀河スライムコース
　②つぶつぶ惑星スライムコース
日時　１月30日㈯
　　　①午前９時30分～ 10時30分
　　　②午前11時～正午

対象　年少児～中学生（小学３年生
以下は保護者同伴）

定員　各10人（市内在住の方優先）
申し込み　１月５日㈫～28日㈭正午ま
でに電話で（１人につき１コース）
●プラネタリウム臨時投映
◆「星時間」～冬の星座と神話～
日時　１月23日㈯
　　　午後２時～（約30分）
◆「かぐやとＫＡＧＵＹＡ」
　　～月が地球にくれた贈り物～
日時　１月30日㈯
　　　午後２時～（約30分）
観覧料　高校生以上１回340円
定員　当日先着50人

楽々座椅子を
作ります

高さ 60㎝
幅 45㎝
奥行き 43㎝

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。

マナブゥ指定講座 サ あきたサイエンスクラブ推奨講座

サ

サ

サ

動物や乗り物の
コースターを作ろう！

市民活動支援センター☎52-0355
日時　１月９日㈯
　　　午前10時～、11時～
　　　午後１時～、２時～
場所　勤労青少年ホーム
講師　木育インストラクター
　　　河田美智子さん
定員　先着５組　申し込み　電話で

子ども館だより 子ども館☎52-1277

＜１月の休館日＞
 １日㈮～４日㈪、12日㈫、
18日㈪、22日㈮、25日㈪

図書館　１月の行事案内

能代図書館  ☎54-1114 二ツ井図書館  ☎88-8853

エルビス、こっちにおいで
文：ロドリゴ・モルレシン
絵：きたむらさとし
訳：宇野和美
出版社：さ･え･ら書房
　悲しみを乗り越え
て最後には幸せにな
ったのら犬エルビス
が語る人間と犬と家
族のこと。犬の気持
ちを分かりたい心優
しいあなたへの一冊
です。

図書館の
新着図書

＜１月の休館日＞
能代図書館　１日㈮～４日㈪、毎週月曜日
二ツ井図書館　１日㈮～５日㈫、毎週火曜日
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初心者スキー教室
二ツ井公民館☎73-2590

日時　１月23日㈯、30日㈯、２月６日㈯
　　　午前９時30分～正午
場所　切石ファミリーゲレンデ
対象　小学生以上　費用　500円
持ち物　スキー用具一式、保険証（コピー可）
申し込み　電話か公民館窓口で（用
具レンタル希望の方は要相談）

保管（ホテル）動 -19-10　H30 年 4月更新　有効期限 R5 年 4月 16 日
販売　　　　　動 -19-19　H30 年 4月更新　有効期限 R5 年 4月 16 日
貸し出し　　　動 -19-11　H30 年 4月更新　有効期限 R5 年 4月 16 日
展示　　　　　動 -19-12　H30 年 4月更新　有効期限 R5 年 4月 16 日
その他譲受飼養許可（老犬ホーム）動 -19-13　H30 年 4月更新　有効期限 R5 年 4月 16 日

動物取扱責任者動物取扱責任者

能代市中沢字瓶長根 2-5能代市中沢字瓶長根 2-5

TEL0185-58-5000TEL0185-58-5000
ホームページ http://www.pet-rest.com/ホームページ http://www.pet-rest.com/

中村 厚志中村 厚志

年 中 無 休年 中 無 休

本年も

よろしくお願いいたします

新年おめでとうございます

生春巻き

ガーリック
ナン

NEW YEARおすすめNEW YEARおすすめNEW YEARおすすめ 生春巻きセット生春巻きセット生春巻きセット１月
限定

選べるカレー
①チキン　②キーマ
③ベジタブル
④ホウレンソウチーズ

クミンライス

選べるドリンク

インド＆ネパール料理

エベレスト

1,250円1,250円1,250円

1,250円 1,250円

税込税込税込

※12/31㈭夜～1/2㈯は休み

通常1,490円→

☎74-7055

昼11：00～15：00（LO14:30）
夜17：00～22：30（LO22:00）

定 休 日
第４水曜

★秋田
日産 西松屋

● ●

101

「広告見た」で昼10％、夜15％OFF「広告見た」で昼10％、夜15％OFF 上メニューは対象外

1,280円1,280円 700円700円

料理食べ放題！ドリンク飲み放題！
（全てセルフサービスです）

大人 子ども

１月も
やります ランチバイキング

（土・日・祝限定）
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