
イベント情報
幼きものは
水温む

風と緑の楽都音楽祭2018
七尾公演暖かな春を水族館で !!

平成30年度美術館ボランティア募集

■会　　期　4月22日(日)まで
■開館時間　9：00～17：00(入館は16：30まで）
■観　覧　料　一般350円、大高生280円、中学生以下無料
　　　 　　　   ※祝日は70歳以上の人無料
■休　館　日　毎週月曜日、３月22日(木)

水族館の「年パス」
暖かな日差しが差し込み、
ようやく春の訪れを感じる
季節になってきました。
イルカやペンギンたちもこ
の陽気に誘われて元気いっ
ぱいです。そんな生き物た
ちを気軽に何度でもお得に
楽しむことができる年間パ
スポートはいかがですか。
■料　　金　一般(高校生以上) 4,100円
　　　　　　中学生以下(3歳以上) 1,230円　
　　　　　　※1年間有効・通年販売
ご入学、ご進学などのお祝いにプレゼントとして利用できる

「年間パスポートギフト券」もあります。

企画展「能登半島周辺の深海生物」
謎に包まれた深海にすむ生き物たちを紹介します。
■期　　間　3月25日(日)まで
☆詳細はホームページ、電話でご確認ください☆

■会　　期　4月15日(日)まで
■開館時間　9：00 ～ 16：30(入館は16：00まで)
■観　覧　料　一般800円、中学生以下無料
■休　館　日　3月20日(火)

■募集期間　平成31年2月28日(木)まで
■活動内容　1.館内での監視、来館者への順路案内
　　　　　　2.ワークショップの準備、参加者へのサポート
■参加条件　1.高校生以上の人
　　　　　　2.1回の活動につき3時間以上の参加ができる人
　　　　　　3.事前説明会に参加できる人
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２テーマで当館所蔵品を中心に紹介します。
「幼きものは」
子ども時代は遠い昔かもしれませんが、い
つでも心にあるはずです。作品に触れ、若
かりし頃を思い出してみませんか。
「水温む」
冬が終わると春が来る、いつの時代も春は
待ち遠しいものでした。春を迎える喜びを
絵画や彫刻、工芸でお楽しみください。

アートな空間でボランティアをしてみませんか。
当館のボランティアは登録制です。美術館での活動に興味がある人
はお気軽にお問い合せください。詳細はホームページでも公開して
います。

新収蔵品展～ガラスのカタチ～

ウィーンの風に乗って、七尾にモーツァルト降臨！
池辺晋一郎さんの楽しいトークとゲストの素敵な演奏をお楽しみ
ください。
演奏の後には能登演劇堂舞台奥の大扉が開きます！

■日　　時　5月1日(火)　13：30開演
■出　　演　池辺晋一郎(語り・ピアノ) その他ゲストは未定
■入　場　料　一般1,000円、高校生以下無料(自由席)
　※当日は小中学生の団体鑑賞が入っていますので、ご了承ください。
　※未就学児入場不可

池辺晋一郎 ( 語り・ピアノ )

「四季耕作図屏風」（右隻部分）狩野岑信

「レオタードの踊り子」寺井重三Chernobyl-Fukushima  
パヴェル・ヴォイニトスキー / 2015 年

撮影　岡村喜知郎
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七尾市立図書館のホームページでは、図書館の最新情報が見られます。また、蔵
書検索や図書の予約（各図書館で登録が必要）ができます。ぜひご利用ください。

中央図書館　　☎ 53-0583 本府中図書館　☎ 53-3662
田鶴浜図書館　休館 中島図書館　　☎ 66-8000

　　ケーブルテレビななお
　　11チャンネル番組ガイド 

番組のリクエストは　☎53－1130　(平日9：00~14：00)
  加入や契約の相談は　☎53－8699

時間帯 月 火 水 木 金 土 日

5
00 文字放送
30 七尾の祭り
57 ななおいきいき体操

6 00 ニコニコちゃんねる
7 57 ななおいきいき体操
8 00

ニコニコちゃんねる
9

10
00 ニュースプレイバック
30 ＣＳ放送　今月のラインナップ
57 ななおいきいき体操

11 00
ニコニコちゃんねる

12
13 00 全国のケーブルテレビ番組を放送

14 00 ニュースプレイバック
30 ＣＳ放送　今月のラインナップ

15 00
リクエストコーナー（日替わり）

16

17 00 ニコニコちゃんねるセレクション（過去の番組を放送します）
57 ななおいきいき体操

18 00
ニコニコちゃんねる

19

20 00 全国のケーブルテレビ番組を放送
57 ななおいきいき体操

21 00
ニコニコちゃんねる

22

23 00 ニュースプレイバック
30 ＣＳ放送　今月のラインナップ

　　　　　　　　

◆職長・安全衛生責任者教育 5/15・ 5/16

◆フォークリフト運転技能講習 5/17～

◆小型移動式クレーン運転技能講習 6/7・6/8・6/10

◆玉掛け技能講習 6/21・6/22・6/24

◆高所作業車運転技能講習 6/27・7/1

　　　　　　　　

◆車両系(ユンボ等)・ガス・アーク資格　　6・7月実施

申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

資格取得講習会(七尾会場)案内！

★労災・雇用保険の手続きは事業者の義務です！

　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

★労働健診(労働者１人2,211円～)申込み中！

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343 携帯　090-4686-0480

コヤウチ表具
七尾市田鶴浜町へ-10-1

・・・・・見積り無料・・・・・

 襖・掛軸・額の張替等

電話　68-3443

弁護士法人出口法律事務所七尾事務所
弁護士 宮崎 昇一郎

（金沢弁護士会 所属）

日時:3月10日(土)10:00～14:00
＊ 秘 密 厳 守 ＊

＊事前予約制＊

交通事故、相続、離婚、債務、登記等

お困りごとをお気軽にご相談ください。

無 料 法 律 相 談 会

TEL:0767-52-0008 
予約受付時間平日9:30～17:00

七尾市亀山町3-1
七尾郵便局横七尾駅より
徒歩５分（駐車スペース有）

新 着 情 報

図書館からのお知らせ

天翔ける
　	 　
葉室 麟 著  《KADOKAWA》

道の向こうの道
　	 　
森内 俊雄 著 《新潮社》

越前福井藩主・松平春嶽は、京の尊王攘夷派激徒を鎮
めるべく兵を挙げて上洛すべきか決断を迫られていた。
思案をしている折、幕府の軍艦奉行並・勝海舟の使い
が来ているとの知らせが入る。浪人体のその男の名は、
坂本龍馬。唯一旧幕府と新政府の両者で要職に就き、
日本を守るため、激動の時代を駆け抜けた春嶽の生涯
を描く。

戦争の陰が色濃く残る1950年代の大学時代。そこには
自由が、万巻の書が、文学があった―。教授陣や個性
豊かな級友たち、コケティッシュな女学生、親戚のよ
うな大家夫妻や愛情深い両親の姿。80代を迎えた作家
による自伝的連作集。『新潮』掲載を書籍化。

○図書館友の会の会費が変わります
平成30年度から会費が1口300円から1口500円に変更になり
ます。
ご理解とご協力をお願いします。
○春語りのつどい（中島図書館）

日時：3月10日(土)　14：00 ～
場所：明治の館(室木家)　中島町外ナ部13番地
中島町の民話を伝えるボランティアグループ「いろり火の会」
が1年間語りの勉強をしてきた成果を発表します。

う ち  ど く

みんなの本棚
23日はななお家読の日
みんなの本棚
23日はななお家読の日

う ち   ど く

七尾市立図書館 検索
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登録用

【今月のニコニコちゃんねる】
3月19日(月) ～ 4月1日(日)
平成30年
第1回七尾市議会定例会
																													（録画）
代表質問・一般質問など

インフォメールななおでニコニコちゃんねるの
放送内容を配信しています。


