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。

働く婦人の家講座

中央公民館☎54−8141

●年賀状に役立つ美文字講座

そろそろ年賀状の準備を始める方
もいるのではないでしょうか。今年
の年賀状は手書きで挑戦しませんか。
知っておきたい年賀状の書き方を学
びましょう。
日時 11月９日㈫
午前10時〜正午
講師 日本習字能代山本支部長会
会長 大髙五郎さん
対象 成人女性 定員 先着16人
持ち物 筆ペン
申し込み 10月５日㈫午前９時から

知って得する
「知っ得講座」
中央公民館☎54−8141

●家庭における省エネ講座

ちょっとした工夫を知るだけで簡
単に取り組むことができる「省エネ
方法」を学びましょう。古紙を利用
したモノづくり体験も行います。
日時 11月10日㈬
午前10時〜11時30分
講師 県地球温暖化防止活動推進員
加藤啓次郎さん
対象 成人 定員 先着20人
申し込み 10月６日㈬午前９時から

※託児あり（要相談）

能代市文化会館
からのお知らせ
ジャズコンサート「Jim Butler
Group Xmas Jazz Night」のチケ
ットの一般販売が10月２日㈯から
始まります。詳細はお問い合わせ
ください。
日時 12月９日㈭
午後６時30分開場
午後７時開演
会場 能代市文化会館
入場料（全席自由）
前売券3,500円
当日券4,000円

問合せ 能代市文化会館☎54−8141

図書館
図書館
能代図書館

☎54−1114

●本のリサイクル市

再利用できる本や雑誌を無償でお
譲りします。
日時 10月９日㈯午前10時〜午後３時
※荒天時順延

●おはなし会
◆ホワイトブックス
日時

10月23日㈯午後２時〜

●図書館映画上映会

日時／内容 10月17日㈰
午前11時〜
「アイアンマン」
（米国/2008年/126分）
午後２時〜
「松本清張ドラマスペシャル 顔」
（NHK/2010年/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

10月
案
内
10月の
の行
行事
事案内
案内

●おやこわいわいルーム

日時 10月30日㈯、31日㈰
午前９時〜

●10月のテーマ展示

一般「秋をさがして…
食べる？ 旅する？ 何をする？」
児童「手でつくる 手であそぶ
手をつなぐ」

二ツ井図書館 ☎88−8853
●おはなし会
◆ハロウィーンおはなし会

日時 10月23日㈯午後２時〜
申し込み 電話かカウンターで直接

●読書の秋ブックパック

おうちで読書するのにぴったりな
本をパックにして貸し出します。
期間 10月27日㈬〜11月８日㈪

●10月のテーマ展示

一般「本を読むということ」
児童「ハッピーハロウィーン！」

「コックローさんの
すっきり おそうじ」
編著者：読書工房 出版社：国土社
この本は「LLブ
ック」といって年
齢を問わず、本を
読むのが苦手な人
のために、写真や
イラストを中心に
優しい言葉で書か
れた分かりやすい本です。本書では
掃除の手順を分かりやすく教えます。

＜10月の休館日＞
能代図書館…１日㈮、毎週月曜日
二ツ井図書館…毎週火曜日
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子ども館だより

子ども館☎52-1277

●かがくあそび
「色がいろいろ化学反応！」
日時

10月30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 ７人（市内在住の方優先）
申し込み 10月５日㈫〜28日㈭正午
までに電話で

●コズミックカレッジ
「ソーラーバルーンを作ろう」

白神ねぎのお仕事体験会

県山本地域振興局農業振興普及課
☎52−1241
能代のブランド野菜「白神ねぎ」
の仕事体験会を開催します。「白神
ねぎ」の選別、結束、箱詰作業など
を見学・体験します。実際の仕事の
紹介も行う予定です。
日時 10月13日㈬・20日㈬
午前10時30分〜正午
場所 農業技術センター
定員 各５人
申し込み 参加予定日の２週間前ま
でに窓口か電話で

日時

10月24日㈰
午前９時30分〜11時30分
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７人
申し込み 10月５日㈫〜21日㈭正午

箱詰作業などが
体験できます

までに電話で

日時

10月２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

10月16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37人

あきたサイエンスクラブ推奨講座

＜10月の休館日＞
４日㈪、11日㈪、18日㈪、
22日㈮、25日㈪

健康づくり課☎58−2838
レギュラーコースを10月・11月・
１月・2月の各月1回、計4回実施し
ます。
１回目のテーマは「中華で秋バテ
予防！油淋鶏（ユーリンチ）」。季
節の変わり目で疲れた体にぴったり
な、さっぱりした中華を作りましょ
う。２回目以降の日程は順次お知ら
せします。
日時 10月21日㈭
午前10時〜午後１時頃
場所 働く婦人の家
対象 市内在住の男性
定員 15人
費用 500円程度
申し込み 10月１日㈮〜14日㈭に
電話で

能代エナジアムパークより

中央公民館講座

※曇りや雨の場合は熱気球を作ります。

●プラネタリウム臨時投映
◆「星時間」〜秋の星座と神話〜

男性料理教室

池・水路周辺の
立ち入り禁止のお知らせ

中央公民館☎54−8141

●のしろまち灯りイベントに向け
たロウソクづくり（全２回）

障がい者の生涯学習支援モデル事
業の一環として実施します。ろうそ
くを手作りし、まち灯りイベントで
点灯します。障がいのある方とその
家族が対象ですが、一般の方も参加
できます。
日時 10月16日㈯
午前10時〜正午
11月13日㈯
午後４時30分〜６時
（点灯は午後５時）
定員 20人
申し込み

９月21日㈫〜11月26日㈮まで、
冒険広場内にある池・水路周辺が
タイル補修のため立ち入り禁止と
なります。その他の遊具は使用可
能です。ご迷惑をお掛けしますが、
ご協力をお願いします。
問合せ ☎52−2955

10月３日㈰から電話で

ǷȫȐȸʴǻȳǿȸưƸŴ
ǭȧǦȨǦᲢʻଐƷဇʙᲣƱǭȧǦǤǯᲢʻଐᘍƘᲣƕᙸƭƔǓǇƢᲛ
＜一例＞

植木の手入れ

施設管理

運

転

家事援助

宛名・賞状書き

◎入会説明会
９月３０日（木）鶴形公民館
（午前１０時開会）１０月 ７日、２１日（木）センター会議室
１０月１４日（木）二ツ井公民館
◎入 会 で き る 方 能代市に住む原則６０歳以上の方
公益社団法人
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チラシ等配布
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