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池田コレクションの美と出会う

七尾市民劇団　劇団Ｎ　第21回定期公演
雨があがれば

「ゆうれい貸屋」「ちゃん」「つゆのひぬま」より（山本周五郎原作）
企画展　水中おばけ展

■会　　期　7月29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歳以上無料
■休　館　日　毎週月曜日、7月17日(火)
　　　　　　※7月16日（月・祝）は開館

見た目がちょっと変わっていて、怖そうな風貌をした生き
物たちを展示します。水槽をのぞき込むとゾクッとするこ
と間違いなしです。
■期　間　10月8日(月・祝)まで

イルカとのふれあいビーチ
自然の海でイルカたちと触れ合うことができ、輪などで一
緒に遊ぶこともできます。イルカたちと仲良くなれるチャ
ンスです。
■期　間　7月15日(日) ～ 8月31日(金)
■時　間　平日(月～金)　11：00、13：30、15：30
　　　　　土日祝　　　 　9：30、11：00、13：30、15：30
　　　　　※8月14日(火)、15日(水)は土日祝と同じ
■定　員　各回先着20人（小学生以上対象）　※電話予約可
■料　金　高校生以上2,050円、
　　　　　小中学生1,020円

☆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　7月17日(火）

■日　　時　7月15日(日)　14：00 ～
■参　加　費　無料（別途入館料必要）
■対　　象　どなたでも参加できます

入館先着100人に限定グッズをプレゼントします。
※入館時に名簿への記入をお願いします。

7/29
まで

8/4
・
8/5

7/22
まで

10/8
まで

池田コレクションは、七尾市出身の実業家・池田文夫（1907
～ 87）収集の美術工芸品。工芸や絵画、彫刻などで構成さ
れる貴重な作品群です。本展では新たに加わった２点の作品
を初公開するとともに、多彩な作品55点を紹介します。

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。

絵本のじかん～絵本で感じる作品世界～

29日㈰は市民無料デー！

企画展　ガラスの植物園

劇団Ｎの今回の作品は、江戸下町を舞台に山本周五郎の短
編3作品を劇団Ｎバージョンにアレンジしてお届けします。

「ゆうれい貸屋」などの作品がどのような舞台になるのかお
楽しみに。
■原　作　山本周五郎
■脚本・演出　原田一樹
■出　演　七尾市民劇団　劇団Ｎ
■日　時　８月４日(土)　16:00開演
　　　　　８月５日(日)　14:00開演
■入場料金　一般1,000円、高校生以下・65歳以上 500円
　　　　　　(全席自由席、当日券も同じ料金です)

助成：文化庁文化芸術振興費補助金
　　　（劇場・音楽堂等機能強化推進事業） 
　　　独立行政法人日本芸術文化振興会

「孔雀・雲龍図衝立」（部分）
円山応震　当館蔵（池田コレクション）

「波に千鳥・老松図衝立」
吉田一雋　当館蔵（池田コレクション）

「種子のかたち（小文間の植物シリーズ）2015-2」
藤原信幸、2015 年、個人蔵

撮影 小田喜逸朗
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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

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:7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

オヤジの着こなしルール
　	 　
本江 浩二 著  《世界文化社》

１泊２日で憧れをかなえる！サク旅
　	 　
はあちゅう 著  《SDP》

おやじのお悩み解決します！自身も典型的な昭和おや
じ体型という著者が、服屋の現場に40年以上立ち続
けてきた経験からつづる服選びの５つの法則や、見た
目が劇的に変化する法則が紹介されている。自分の体
形や加齢を受け入れて ｢アジ｣ に変えるテクニックが
満載。

期間は全て１泊２日。シメパフェを食べるだけの旅、
都会の女になりきる旅、ひたすらうどんを食べる旅
…。毎日忙しいけれど、仕事もプライベートも充実し
たい！そんな欲張りな女子には、短い時間を効率よく
使って憧れをかなえる「サク旅」はいかがですか？大
人気ブロガー初の旅ガイドブックは美しい写真も必見
です。

〇夏休み図書館スタンプラリー
期間：7月14日(土) ～ 8月31日(金)
対象者：0歳から高校生まで
実施場所：市立図書館、矢田郷地区コミュニティセンター図書室、
　　　　　中島地区コミュニティセンター図書室、本はともだち号
夏休みに図書館に来るだけでスタンプがもらえるよ。行事に参加するとさら
にもう1つ！スタンプをためてすてきなプレゼントをもらおう。

〇第2回としょかんクラブ(小学生対象)
日時：7月25日(水)　11：00 ～ 12：00
場所：市立図書館
内容：ペーパー芯アートに挑戦しよう！

〇夏の夜のお話し会
日時：7月26日(木)　19：00 ～ 20：30
場所：中島地区コミュニティセンター
内容：手作りプラネタリウム上映、工作、お話し会
※夜間の行事のため保護者同伴でお越しください。

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
（ニュースと行政情報をお伝えします）

7 57 ななおいきいき体操
8 00 ニコニコちゃんねる

（ニュースと行政情報をお伝えします）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
（ニュースと行政情報をお伝えします）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
（ニュースと行政情報をお伝えします）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
（ニュースと行政情報をお伝えします）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】
7月9日(月) ～ 15日(日)
　第2回七尾市議会定例会(録画)
7月16日(月・祝) ～ 22日(日)
　第32回わんぱく相撲七尾中能登大会
7月23日(月) ～ 7月29日(日)
　中島町小牧の虫送り
7月30日(月) ～ 8月5日(日)
　七尾東雲高等学校演劇科定期公演
　「アンネ－あなたは生きている－」


