
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

990円 税込

100円OFF

1,200円

A～H lunch set

日替わりカレー
　　サラダ・ドリンク付

3月限定 「広告見た」で

プレーンナン・
ライス

おかわり自由

●かがくあそび「重力であそぼう！」
　～ブラックホールとスイングバイ～
日時　３月13日㈯
　　　午前10時～ 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　12人（市内在住の方優先）
申し込み　３月２日㈫～ 11日㈭正午
までに電話で
●冬の星空観察会
　～火星と天王星を見つけよう！～
日時　３月13日㈯午後７時～８時
定員　15人（市内在住の方優先、中
学生以下は保護者同伴）
申し込み　３月２日㈫～ 11日㈭正午
までに電話で

※プラネタリウム室で学習後、屋上で
観察します。寒くない服装でお越し
ください。

※悪天候の場合は、プラネタリウム室
のみで行います。
●フォト白神写真展
日時　３月13日㈯～ 27日㈯
　　　午前９時～午後５時
　　　※27日㈯は午後３時まで

●プラネタリウム臨時投映
◆「星時間」～春の星座と神話～
日時　３月６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　３月27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

子ども館だより　　子ども館☎52–1277
春の洋らん展
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　３月５日㈮～７日㈰
　　　午前９時30分～午後４時30分
　　　※７日は午後４時まで

＜３月の休館日＞

１日㈪、８日㈪、15日㈪、22日㈪、
23日㈫、26日㈮、29日㈪

市役所市民ギャラリーの利用者を募集しています
市民ギャラリーは開庁日に誰でも自由にご覧いただけるスペースです。

皆さんの作品を展示してみませんか。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

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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園芸施設共済
（水稲育苗・通年ハウスの保険）

秋田県農業共済組合
北秋田山本支所

℡ 0185（54）5540

風害 雪害 車両の飛込み等
自然災害や火災などに幅広く対応

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
●図書館映画上映会
日時／内容　３月21日㈰
　午前11時～「ドラゴン・キングダム　

魔法の森と水晶の秘密」
（アニメ／ 86分）

　午後２時～「おさんの恋」
（カラー／ 114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
●おはなし会ぷち
◆ホワイトブックス
日時　３月24日㈬午前10時30分～
●おはなし会
◆ホワイトブックス
日時　３月27日㈯午後２時～
●おやこわいわいルーム
日時　３月27日㈯・28日㈰
　　　午前９時～
●３月のテーマ展示
一般「見ておいしい！ 作ってたの

しい！食べて幸せ！
お料理の本✿大集合」

児童「ことばは友だち♪
　　　ことばと遊ぼう！」

二ツ井図書館　☎88–8853
●おはなし会
◆ムジカブーフ
日時　３月 27 日㈯午後２時～
対象　５歳～小学校低学年
定員　40人
申し込み　電話かカウンターで直接
●３月のテーマ展示
一般「おうち時間を楽しむ」
児童「はるがきたら…。」

なまはげ
文：池田まき子
絵：早川純子
出版社：汐文社
　ユネスコ無形文
化遺産に登録され
た秋田県の季節行
事「なまはげ」の
由来となった昔話
が絵本になりまし
た。鬼や村人たちが表情豊かに木
版画で描かれ迫力満点です。

秋田県オルガン奏者
養成講座

秋田アトリオン事業部
☎018–836–7803

　パイプオルガンの魅力に触れなが
ら、オルガン奏者に必要な知識や技
術を学べる養成講座の2021年度受講
生を募集しています。
募集期間　３月31日㈬まで
内容　個人レッスン（発表会リハー

サルを含む）を年度内に全10回受
講（各１時間以内）、公開特別講
座受講および発表会での演奏
対象

①初級コース ： パイプオルガン演
奏の基礎をさまざまな作品を通じ
て学びます
②フォローアップコース ： 個々の
能力・希望などに応じたレッスン
を行います
定員　①②合わせて20人程度
費用　①3万5000円②6万5000円
申し込み　秋田アトリオン事業部窓

口に備える申込用紙（ホームペー
ジからもダウンロード可）を３月
31日㈬まで（必着）に郵送で
送付先

〒010-0001 秋田市中通２丁目３番
８号（アトリオンビル４階）秋田
アトリオン事業部秋田県オルガン
奏者養成講座担当

※詳細はホームページ（http://www.
kosei-buil.co.jp/atorion/organ_
school.html）で

＜３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、31日㈬
※蔵書点検期間17日㈬～20日（土･祝）

図書館　　３月の行事案内図書館　　３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。
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