
好きなガッコ喰えなくなり、
　　　　お茶やみそ汁むせる人
　是非一度ご相談ください！

☎52‐8117 能代市河戸川大須賀 52-3

理事長　深 川 聖 彦

訪問診療 ご自宅・施設へ伺います。
スマホ

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

医療法人
佳 聖 会みなみ歯科

能代 訪問歯科 みなみ歯科 検索

能代図書館　☎54‒1114
●としょかんまち灯り
　図書館エントランスを木製キャン
ドル台の灯りで照らします。
日時　２月６日㈯午後５時～
●あきた文学資料館出張講座
　「『俳星』120年の軌跡」
　『俳星』の歴史的意義を探り、能
代が近代文学の一極として輝いてい
た時代を振り返ります。
日時　２月20日㈯　
講師　あきた文学資料館
　　　副館長　京極雅幸さん
　　　①午前10時～ 11時30分
　　　②午後１時30分～３時
※①②ともに講座内容は同じです。
定員　各回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　２月27日㈯午後２時～
●図書館映画上映会
日時／内容　２月21日㈰
　午後１時30分～
　金子兜太さんの最後の言葉（31分)
　午後２時10分～
　天地悠々　兜太・俳句の一本道（74分）
＞＞いずれも
定員　各先着30人
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　２月27日㈯・28日㈰
　　　午前９時～
●２月のテーマ展示
一般「郷土の文学」
児童「さむさにまけない！」

二ツ井図書館　☎88‒8853
●エコバッグにデコパージュ！
日時　２月６日㈯午前10時～正午
場所　二ツ井図書館
対象　児童・生徒（小学３年生以下
は保護者同伴）
定員　10人程度　費用　500円
申し込み　電話かカウンターで直接
問合せ　生涯学習・スポーツ振興課

☎73‒5285
●おはなし会（えほん楽しいね！）
日時　２月18日㈭午前11時～
●秋田地方気象台出前講座
　「大震災から学ぶ地震と防災について」
期間　２月24日㈬午後２時～３時
定員　15人
申し込み　電話かカウンターで直接
●２月のテーマ展示
一般「暮らしに役立つお金の話」
児童「としょかんってどんなところ？」

アンダークラス　
著　者：相場英雄
出版社：小学館
　能代市で起きたあ
る老婦人の不審死か
らベテラン刑事が地
道な捜査で海外技能
実習生の就労水準
や、大手通販企業の
傍若無人さを暴く社
会派ミステリーのシリーズ３作目。
作中に出てくるお店などの細かな
描写にも注目です。

ロビーコンサート
能代市文化会館☎54‒8141

　能代工業高等学校吹奏楽部がロビー
コンサートを行います。申し込み不要
ですので、直接会場へお越しください。
日時　２月14日㈰正午～午後１時
　　　（午前11時30分開場）
定員　100人

市民学校
中央公民館☎54‒8141

●大人から始める
　フラダンス体験講座（全４回）
　未経験でも参加しやすい講座です。
冬の運動不足を解消しませんか。
日時　２月23日
　　　３月２日・９日・16日の火曜日
　　　午前10時～ 11時30分
対象　市内在住・在勤の成人
定員　先着10人
申し込み　２月２日㈫午前９時から
電話で

２月木工教室
木の学校☎52‒5249

日時　２月10日㈬
　　　午前９時～午後３時
定員　15人　費用　700円
申し込み　２月２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

＜２月の休館日＞

能代図書館・・・・・・毎週月曜日
二ツ井図書館・・・毎週火曜日

冬休みに借りた本の
返し忘れはありませ
んか？貸出期限が過
ぎた本は早めに返し
ましょう。

図書館　　２月の行事案内

お雛様の組み木を作ります

図書館　　２月の行事案内

図書館の
新着図書
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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。

猫スコティッシュフォールド譲渡します

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日年中無休

動物取扱責任者 中村　厚志
能代市中沢字瓶長根2-5
TEL 0185-58-5000
ホームページ http://www.pet-rest.com/

定 休 日
第４水曜

通常

昼
夜1,280円 700円

1,050円 税込1,250円

カレー３種類 食べ放題！
ドリンク５種類 飲み放題！

他にもメニューいろいろ（全てセルフサービスです）

A lunch set
通常800円 600円 税込

日替わりカレー
　　サラダ・ドリンク付

２月限定 「広告見た」で

●ロボット・プログラミング大会
　「レゴマインドストームEV3で
　レースコースを走ろう！」
◆低学年の部
　（小学１～３年生、保護者同伴）
日時　〈予選〉２月13日㈯
　　　①午前９時30分～ 11時30分
　　　②午後１時30分～３時30分
　　　〈決勝〉２月21日㈰
　　　午前９時30分～ 11時30分
◆高学年の部（小学４年生～中学生）
日時　〈予選〉２月14日㈰
　　　①午前９時30分～ 11時30分
　　　②午後１時30分～３時30分
　　　〈決勝〉２月21日㈰
　　　午後１時30分～３時30分
対象　今年度か前年度のロボット・
プログラミング講座を受講した人
定員　①②とも当日先着各５人（当
日午前９時から受付。決勝は予選
を勝ち抜いた各部５人で行います）
●かがくあそび
　「静電気の超能力」
　～ふわふわ電気宇宙人と遊ぼう～
日時　２月28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　２月16日㈫～23日（火・祝）正
　午までに電話で

●プラネタリウム臨時投映
◆「星時間」～冬の星座と神話～
日時　２月20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　２月27日㈯
　　　午後２時～（約30分）
＞＞いずれも
観覧料　高校生以上１回340円
定員　当日先着50人
●プラネタリウム投映スケジュール
①げんき げんき ノンタン
きらきら シャンシャン おほしさま☆

　（幼児向け）
②ムーミン谷のオーロラ
　（ファミリー向け）
③「HAYABUSA2 ～ REBORN」
　（一般向け）
※いずれも約30分の番組です。

子ども館だより　　子ども館☎52‒1277

＜２月の休館日＞

１日㈪、８日㈪、12日㈮、15日㈪、
22日㈪、24日㈬、26日㈮、

工作教室
ウィンタークラフトパーティー
能代エナジアムパーク☎52‒2955

　好きな工作を各日２種類制作しま
す。
期日／内容
　２月６日㈯・７日㈰
　・みつあみブレスレット
　・ねこみみマスクケース
　・フェルトでかんたんデコロールケーキ
　・デコメガホン
　・ぷるぷるゼリーせっけん
　・スケルトンカード
　・切ってはるだけミニポシェット
　13日㈯・14日㈰
　・バルーンブーケ
　・かざりひもあくせさりー
　・デコマスクケース
　・ぷるぷるゼリーせっけん
　・スケルトンカード
　・好きなマステでポンポンかざり
時間　午前９時30分～ 11時30分
　　　午後１時～３時30分
定員　各メニュー先着50人

令和３年度
中央寿大学受講生募集

中央公民館☎54‒8141

　生きがいづくりや仲間づくりのた
め、年９回の月例学習会と15のクラ
ブ活動を行います。
申込受付日時
　２月８日㈪～３月26日㈮
　午前９時～午後５時
定員　300人
対象　市内在住の60歳以上の方
費用　1,500円
申し込み　中央公民館に備える申込
書に記入の上、費用を添えて窓口
へ

9：30 11：00 13：00 14：30 15：00 16：00

火～土 ① ② ② － ③ －

日・祝 ① ② ① ② － ③

マナブゥ指定講座
あきたサイエンスクラブ推奨講座
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猫スコティッシュフォールド譲渡します

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日年中無休

動物取扱責任者 中村　厚志
能代市中沢字瓶長根2-5
TEL 0185-58-5000
ホームページ http://www.pet-rest.com/

定 休 日
第４水曜

通常

昼
夜1,280円 700円

1,050円 税込1,250円

カレー３種類 食べ放題！
ドリンク５種類 飲み放題！

他にもメニューいろいろ（全てセルフサービスです）

A lunch set
通常800円 600円 税込

日替わりカレー
　　サラダ・ドリンク付

２月限定 「広告見た」で

●ロボット・プログラミング大会
　「レゴマインドストームEV3で
　レースコースを走ろう！」
◆低学年の部
　（小学１～３年生、保護者同伴）
日時　〈予選〉２月13日㈯
　　　①午前９時30分～ 11時30分
　　　②午後１時30分～３時30分
　　　〈決勝〉２月21日㈰
　　　午前９時30分～ 11時30分
◆高学年の部（小学４年生～中学生）
日時　〈予選〉２月14日㈰
　　　①午前９時30分～ 11時30分
　　　②午後１時30分～３時30分
　　　〈決勝〉２月21日㈰
　　　午後１時30分～３時30分
対象　今年度か前年度のロボット・
プログラミング講座を受講した人

定員　①②とも当日先着各５人（当
日午前９時から受付。決勝は予選
を勝ち抜いた各部５人で行います）
●かがくあそび
　「静電気の超能力」
　～ふわふわ電気宇宙人と遊ぼう～
日時　２月28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　２月16日㈫～23日（火・祝）正
　午までに電話で

●プラネタリウム臨時投映
◆「星時間」～冬の星座と神話～
日時　２月20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　２月27日㈯
　　　午後２時～（約30分）
＞＞いずれも
観覧料　高校生以上１回340円
定員　当日先着50人
●プラネタリウム投映スケジュール
①げんき げんき ノンタン
きらきら シャンシャン おほしさま☆

　（幼児向け）
②ムーミン谷のオーロラ
　（ファミリー向け）
③「HAYABUSA2 ～ REBORN」
　（一般向け）
※いずれも約30分の番組です。

子ども館だより　　子ども館☎52‒1277

＜２月の休館日＞

１日㈪、８日㈪、12日㈮、15日㈪、
22日㈪、24日㈬、26日㈮、

工作教室
ウィンタークラフトパーティー
能代エナジアムパーク☎52‒2955

　好きな工作を各日２種類制作しま
す。
期日／内容
　２月６日㈯・７日㈰
　・みつあみブレスレット
　・ねこみみマスクケース
　・フェルトでかんたんデコロールケーキ
　・デコメガホン
　・ぷるぷるゼリーせっけん
　・スケルトンカード
　・切ってはるだけミニポシェット
　13日㈯・14日㈰
　・バルーンブーケ
　・かざりひもあくせさりー
　・デコマスクケース
　・ぷるぷるゼリーせっけん
　・スケルトンカード
　・好きなマステでポンポンかざり
時間　午前９時30分～ 11時30分
　　　午後１時～３時30分
定員　各メニュー先着50人

令和３年度
中央寿大学受講生募集

中央公民館☎54‒8141

　生きがいづくりや仲間づくりのた
め、年９回の月例学習会と15のクラ
ブ活動を行います。
申込受付日時
　２月８日㈪～３月26日㈮
　午前９時～午後５時
定員　300人
対象　市内在住の60歳以上の方
費用　1,500円
申し込み　中央公民館に備える申込
書に記入の上、費用を添えて窓口
へ

9：30 11：00 13：00 14：30 15：00 16：00

火～土 ① ② ② － ③ －

日・祝 ① ② ① ② － ③

マナブゥ指定講座
あきたサイエンスクラブ推奨講座
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