
イベント情報
能登立国1300年
長谷川等伯展 ～等伯の挑戦と継承せし者たち～

ピュアーマリー
「殺しのリハーサル」「のと海遊回廊」オープン !!

スペシャルワークショップ
「身近な草花で作るハーバリウム」

■会　　期　4月28日(土)
　　　　　　～ 5月27日(日)
　　　　　　※会期中無休
■開館時間　9:00 ～ 17:00
　　　　　　(入館は16:30まで)
■観　覧　料　一般800円、
　　　　　　大高生350円
　　　　　　※中学生以下無料
　　　　　　※祝日は70歳以上団体料金
★特別講演会(聴講無料)
■日　時　4月29日(日・祝) 14:00 ～
■講　師　守安 收 （岡山県立美術館館長）
　※聴講した人に等伯関連ハガキをプレゼント。
★等伯子どもなんでもクイズ(参加無料)
　会期中、小中学生対象のクイズを開催。
　※全問正解の人に抽選でグッズをプレゼント。

「幼きものは」「水温む」は4月22日(日)まで開催中！

回遊水槽がリニューアル!!
昨年から改修していた回遊水槽が、プロジェクションマッピン
グやさまざまな角度から生き物が観察できるドーム型の「のと
海遊回廊」として、いよいよリニューアルオープンします。ま
るで海の中を散歩しているような気分を楽しめます。ぜひ新し
くなったのと海遊回廊をご覧ください。
■オープン時期　4月下旬予定

新小学 1年生入場無料
■期　　間　4月8日(日)まで
　※お子さまの生年月日が分かる物をご提示ください。
　   (健康保険証など)
☆詳細はホームページ、電話でご確認ください☆

■会　　期　4月21日(土) ～ 7月22日(日)
■開館時間　9:00 ～ 17:00(入館は16:30まで)
■観　覧　料　一般800円、中学生以下無料
※4月16日(月)から20日(金)まで展示替え休館

■日　　時　5月4日(金・祝)、6日(日)　各日14:00から
■参　加　費　1,000円
■場　　所　別棟(旧ショップ・カフェ棟)2階
■定　　員　各日20人
　　　　　　(要電話予約、先着順)
■対　　象　小学校高学年以上
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シリーズ23回目の等伯展は、《等伯の挑戦…仏画と鑑賞画》《等伯
の挑戦…巧みな水墨の技へ》《等伯を継承せし者たち》の３つのテー
マで、27点を公開します。

植物の魅力的な姿や生命力は、古来より芸術家の創造力をかき立て
てきました。自然の造形への驚き、はかなく美しいものへの憧れ、
記憶や感情などを内包するガラスの植物たちの姿をお楽しみくださ
い。

企画展　ガラスの植物園

物語の舞台はブロードウェイのとある「劇場」。実力派俳優たち
が繰り広げるバック
ステージ物語や鮮や
かなどんでん返しと
華やかなブロード
ウェイのライトに浮
かぶ役者の陰影。世
界中の演劇ファンを
魅了してやまない必
見の舞台、ミステ
リーの面白さをご堪
能ください。

■日　　時　5月26日(土)　18:30開演
　　　　　　5月27日(日)　12:00開演、16:30開演
■出　　演　山口馬木也　サヘル・ローズ　峰さを理　津田英佑
　　　　　　太田奈緒(AKB48)ほか
■前売料金　一般6,500円、高校生以下4,500円（全席指定）
　　　　　　※当日券は500円増し　※未就学児入場不可
■予約開始　4月14日(土)　9:00 ～

サヘル・ローズ山口馬木也

重文「禅宗祖師図襖」( 部分 ) 長谷川等伯筆
京都市・天授庵蔵

「恵比須大黒・花鳥図」( 部分 )
長谷川信春 ( 等伯 ) 筆

京都国立博物館蔵
「植物の記憶」佐々木類、2017 年、作家蔵
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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（事前に登録が必要）ができます。ぜひご利用ください。
市立図書館　　　　　　　　　　　　　　☎ 53-0583
矢田郷地区コミュニティセンター図書室　☎ 53-3662
田鶴浜地区コミュニティセンター図書室　休館
中島地区コミュニティセンター図書室　　☎ 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 市からのお知らせ
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 いきいき 100 歳体操
30 ニュースプレイバック
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 いきいき 100 歳体操
30 ニュースプレイバック

15 00
リクエストコーナー（日替わり）

16

17
00 いきいき 100 歳体操
30 ニュースプレイバック
57 ななおいきいき体操

18 00
ニコニコちゃんねる

19

20 00 ニコニコちゃんねるセレクション（過去の番組を放送）
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 市からのお知らせ

受受講講者者募募集集

6/11(月)～6/14(木)

～4日間～

〆切 5/28(月)

公共 (介護)
施設クリーニング

講習 10名

公園施設
管理 (造園・刈払)

講習

6/20(水)～6/26(火)

～5日間～

10名

〆切 6/6(水)

シルバー会員及び、
60歳以上の一般の方

石川県シルバー人材センター連合会(公社)
☎52-4680

七尾市シルバー人材センター(公社)

☎076-222-4680

他、いろいろ講習あります♪

無料!

☞
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:4月14日(土)10:00～15:00
＊ 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

路上のX
　	 　
桐野 夏生 著  《朝日新聞出版》

英語で伝えたい日本の世界遺産
　	 　
ジャパンタイムズ 著  《ジャパンタイムズ》

幸せな日常を断ち切られ、親に捨てられた女子高生た
ち。ネグレクト、虐待、DV、レイプ、JKビジネス…。
かけがえのない魂を痛めながらも、酷薄な大人たちの
世界をしなやかに踏み越えていく3人の少女の姿を描
く。最悪な現実と格闘する女子高生たちの肉声を物語
に結実させた著者の新たな代表作。『週刊朝日』連載を
単行本化。

日本にある19の世界遺産について書かれたものを集
め、詳細な日本語訳と語注を付けて収録。外国人と日
本人両方の記者による多角的な記事を英語で読むこと
で、よく知っていると思っていた日本の遺産について
新たな発見があるかもしれない。外国人旅行者の案内
や通訳ガイド試験の対策、観光英語検定の学習に役立
つ一冊。

〇コミュニティセンター図書室を設置しました
本府中、田鶴浜、中島図書館が変更になりました。
本府中図書館→矢田郷地区コミュニティセンター図書室
田鶴浜図書館→田鶴浜地区コミュニティセンター図書室
　　　　　　　（4月から10月末まで引き続き休館します）
中島図書館　→中島地区コミュニティセンター図書室

〇利用者カードの切り替えはお済みですか
２月から利用者カードが新しくなりました(18歳以下を除く)。
黄色のカードは使えませんので、図書館窓口で登録の手続きを
お願いします。
身分証（住所と名前の分かる物）をご用意ください。

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

広報ななお「七尾ごころ」
広告募集

■発行部数　毎月22,500部
■サ　イ　ズ　縦55㎜×横55㎜
■掲載料金　黒　　 10,000円
　　　　　　カラー 20,000円
※申込書は市ホームページからダウンロードできます。

問　広報広聴課　☎53-1130
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【今月のニコニコちゃんねる】
4月9日(月)～4月15日(日)
ニコニコクッキング
能登野菜を食べよう！
																	～中島菜編～

いきいき100歳体操を毎日放送します。
（10：00、14：00、17：00）


