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第74回現代美術展 七尾展

能登立国1300年

「風のコトダマⅡ」～松本隆の裸にされた言葉たち～飼育員体験をしよう !!

■会　　期　6月24日(日)まで
■開館時間　9:00 ～ 17:00(入館は16:30まで)
■観　覧　料　一般500円、大高生350円、中学生以下無料
■休　館　日　毎週月曜日

チャレンジメニュー　「ペンギン教室」
飼育員からペンギンの説明を
受け、ペンギンたちのお世話
ができる体験教室です。目指
せペンギン博士！

■日　　時　6日24日(日)
　　　　　　10:00 ～ 15:00
■定　　員　小学生とその保護者
　　　　　　20人(応募多数の場合は抽選)
■応募方法　6月10日(日)までにホームページのメールフォームか
　　　　　　らご応募ください。

企画展「鯛展～さまざまなタイたち～」開催中
魚の王様マダイをはじめ、小さなルリスズメダイなど「タイ」
の仲間を展示していますので、ご覧ください。
☆イベント詳細はホームページでご確認ください☆

■会　　期　7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800円、中学生以下無料
■休　館　日　6月19日(火）

6/24
まで

7/15

7/22
まで

6/24

４月に金沢で開催された県内最大規模の公募展「第74回現
代美術展」から、日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の６
部門、計217点(うち市内在住者の作品は66点)を選抜し展
示します。
日本を代表する大家から身近な作家の作品まで、石川の美術
の今をお楽しみください。

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

赤いスイートピーの作詞などで有名な作詞家松本隆の世界
を、役者若村麻由美の朗読と清塚信也のピアノ、藤舎貴生
の横笛で表現する。松本隆自身も若村、清塚、藤舎と共に
作詞秘話などをトークセッションする。能登演劇堂だけの
演出を含むスペシャルステージをご覧ください。

■日　　時　7月15日(日)　15:00開演
■出　　演　松本隆、若村麻由美（朗読）、清塚信也（ピアノ）、
　　　　　　藤舎貴生（横笛・プロデュース）
■前売料金　Ａ席 一般　6,500円、高校生以下　4,500円
　　　　　　Ｂ席 一般　5,500円、高校生以下　3,500円
 　　　　　　(全席指定・チケット発売中)
　　　　　　※当日500円増し　※未就学児入場不可

松本隆 若村麻由美 清塚信也 藤舎貴生

委嘱賞　
日本画「太陽の季節」　宮下和司（輪島市）

美術文化優秀賞・委嘱賞
工芸「蒔絵箱『魚映』」　寺西松太（輪島市）

「深い静寂 2015」（部分）
小曽川瑠那、2015 年、作家蔵

「ジャーマンアイリス」
西悦子、2016 年、作家蔵　撮影 池本一三
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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　　　　10月末まで休館
　中島地区コミュニティセンター図書室　　　　　☎66-8000

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♪

受講者募集 無料

シルバー会員及び、 60歳以上の一般の方

です!

公園施設 管理
(造園・刈払)

講習10名

6/20(水)～6/26(火)

～5日間～

〆切 6/6(水)

チェーンソー

7/17(火)～7/18(水)

～2日間～

〆切 7/3(火)

10名

講習

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:6月9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

爽年
　 　
石田衣良 著  《集英社》

たぬきの花よめ道中
　 　
最上一平 作　町田尚子 絵  《岩崎書店》

「娼年」「逝年」に続くシリーズ３冊目。「娼年」（第
126回直木賞候補作）発売から17年を経ての完
結作。娼夫の仕事を７年間続けてきたリョウが、
出会ってきた性に対して考察を交えつつ軌跡を
たどる。めまぐるしく形を変える欲望、性の深
淵（しんえん）をのぞく旅がリョウにもたらし
たものとは。

山から大都会のへき地に嫁ぐタヌキの娘の物
語。人間に化けたタヌキたちは、電車やレス
トラン、群衆を初体験し目が回るよう。「姉さ
ん、どうしてこんなところにお嫁にいくの？」
妹タヌキは不安そう。終盤、タヌキたちは「長
持唄」を歌いながら、人間の姿から元の姿へ
戻っていく。月明かりの下、桜の花びらが舞
い散る美しい絵は必見。

〇第1回としょかんクラブ(小学生対象)
日時：6月10日(日)　14:00～15:00
場所：フォーラム七尾 中ホール(パトリア４階)
内容：ブックトーク「みえる？みえない？」

○第42回図書館まつり
日時：7月1日(日)　10:00～15:00
場所：市立図書館(ミナ．クル３階)
内容：本のバザール、人形劇など（入場無料）

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

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

みんなの本棚
23日はななお家

うち
読
どく

の日

ケーブルテレビななお
11チャンネル番組ガイド	
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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

【今月のニコニコちゃんねる】
6月11日(月) ～ 17日(日)
　佐藤直子講演会「心の成長と生きる力」
6月18日(月) ～ 24日(日)
　長谷川等伯展特別講演会
　「雪舟から等伯へ～雪舟画系の展開～」
6月25日(月) ～ 7月1日(日)
　七尾鹿島中学校陸上競技大会
7月2日(月) ～ 8月(日)
　第２回七尾市議会定例会(録画)


