
費用の記載が無い講座や催しなどは無料で
す

●「私たちは忘れない」
　　ヨルダン人写真家 ムハマド・ムヘイセン写真展
期間　２月22日㈪まで　問合せ　観光振興課☎89-2179

●日本習字作品展　期間　３月８日㈪～19日㈮

　本庁舎１階のさくら庭側に開設している市民ギャラリーに皆さん
の作品を展示してみませんか。
展示スペース　高さ180cm×幅120cmのパーテーション10枚
※作品の重さや大きさにより異なります。
開設日時　土、日、祝日、年末年始を除く開庁日
①月～木曜日　午前８時30分～午後５時15分
②金曜日　　　午前８時30分～午後７時

  展示作品を募集しています　問合せ　総務課☎89-2113

天神工房木工教室
天神工房☎88-8815

日時　２月24日㈬午前９時～正午
定員　８人
費用　2,800円（保険料込）
申し込み　２月17日㈬まで（必着）
郵便番号、住所、氏名、生年月日、
電話番号、「二段飾り棚」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。

①和工作 勾玉をつくってみよう！
やすりで石彫用の石をけずり、勾

玉を製作します。
日時　２月20日㈯、21日㈰、23日（火・祝）
　　　午前９時30分～午後３時
定員　各日先着20人
※保護者同伴の小学生以下のみ参加可

二段飾り棚を
作ります

高さ　 60㎝
幅　　 40㎝
奥行き 40㎝

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。

北前船と能代
～夢と心をつないで～

旧料亭金勇☎55-3355
企画展｢北前船と能代｣が旧料亭金
勇で開催されています。市文化財の
パネルなどのほか、北前船の紹介映
像、全国の北前船寄港地のリーフレ
ットを展示しています。
期間　３月14日㈰まで
時間　午前９時30分～午後４時30分

ロビーコンサート
能代市文化会館☎54-8141

●渡邊真弓と仲間たち
ミニヨン・コンサート vol.20
15人による管弦楽合奏・ピアノ連弾

をお楽しみください。
日時　２月28日㈰
　　　正午～午後１時
※午前11時30分開場
定員　100人

のしろクラシックコンサート
能代市文化会館☎54-8141

　のしろクラシックコンサートが３年
ぶりに開催。能代山本在住・出身のク
ラシックアーティスト13人が大集結。
ピアノや声楽、トランペットなど多彩な
演奏を楽しみませんか。
日時　３月７日㈰午後１時30分～
※午後１時開場
費用　500円（当日券も同額）
※チケットは能代市文化会館窓口で購
入できます。

公共職業訓練アビリティ
コース４月期生募集

ポリテクセンター秋田☎018-873-3178
●電気設備技術科・ビル管理技術科
訓練期間　４月６日㈫～９月30日㈭
定員　各科15人
●建築CAD施工科（導入訓練付）
訓練期間　４月６日㈫～10月29日㈮
定員　10人
>>いずれも
時間　午前９時30分～午後３時40分
対象　ハローワークに求職申し込み
をした方で、新たな技術・技能を
身につけて再就職を希望する方

募集期間　２月22日㈪まで

　雇用保険受給中の方は就職活動
として認められます。

毎週木曜に施設見学会実施中です

市役所市民ギャラリー展示物のご案内

詳細はこちら

展示ギャラリー前
に撮影を楽しめる藤
棚の通路を設置。撮
影用の小道具も用意
する予定です。

家族と一緒に取り
組める工作やゲーム
を用意。エナジアム
パークを思い切り楽
しもう！

日時　２月16日㈫～３月３日㈬
　午前９時30分～午後４時30分

②たたんでなげろ！！
パラシュートをつくろう！
ビニールやタコ糸などの身近な素

材を使ってパラシュートを製作しま
す。
日時　２月27日㈯、28日㈰　　　　
　　午前９時30分～午後３時

定員　各日先着30人
※保護者同伴の小学生以下のみ参加可

③キーワードをさがせ
ゲームに挑戦するとひなあられを

プレゼントします。
日時　期間中の土、日、祝日
　　　午前９時30分～午後４時
定員　各日先着50人
※小学生以下のみ参加可

※藤棚の展示物はフェイクフラワーで
す。

※ウェルカムホールにも撮影スポット
として「ひな人形一式」「ひなまつり
顔出しパネル」を設置しますので撮
影をお楽しみください。

ひな祭り企画期間中の月曜日は休館日となります。

藤の
回廊

クラフト
企 画

ひなまつりぐらむ
エナジアムパークひなまつり企画

期間：２月16日㈫～３月３日㈬
能代エナジアムパーク☎52-2955
期間：２月16日㈫～３月３日㈬
能代エナジアムパーク☎52-2955
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土曜・日曜・祝日も働ける方大歓迎!!
未経験でもOK!!

・給与《時給》 1,000円※

※常用社員登用制度あり

・職種
①各種施設警備
②交通誘導、駐車場警備
③列車見張り業務

男女18歳以上（高校生除く）
学歴、経験一切不問（要普通免許）

8:00～17:00（休憩1時間含む）

週休2日制（週40時間制）

能代市、北秋田市、大館市、
その他近郊

能代市字仁井田白山109番地　　TEL0185-88-8777

・資格

・時間

・休日

・勤務地

警備スタッフ 大募集‼ 広告

ご応募
お問い合わせ 株式会社トスネット北東北 能代営業所

広告
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