市長コラム
分かち合い、支え合いで幸せな七尾を
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図書館友の会からのお知らせ
平成24年度 第２回文化講座
近世七尾城下の寺院移動巡り
■日 時 ９月２日㈰ ７：00 ～８：30
■集合場所 七尾市役所 正面玄関前
■講 師 七尾市史編さん室次長 和田学
■参加費 300円

※どなたでも参加できますが、申し込みが必要です。

読み聞かせボランティア募集中
・赤ちゃんの３～４カ月児健診にあわせて、赤
ちゃんとお母さんに絵本を読み聞かせます。
（毎月１回約２時間）
・勉強会も開催します。

市長へのメール「前略、市長さん」（http://www.city.nanao.lg.jp/shicho/）
では、市民の皆さんから市長へのご意見・ご質問などをお待ちしています。

市長談話室

市政への思いやアイデアを
お聞かせください！
①まちづくりに関すること、②生活環境に関することなど前向き
なアイデアをお聞かせください。
（個人・グループどちらでも可。１
組30分以内）

中 央 図 書 館 ☎53-0583
本府中図書館 ☎53-3662
田鶴浜図書館 ☎68-6785
中 島 図 書 館 ☎66-8000

●８月28日㈫

※七尾市立図書館のホームページでは、各図書館
の最新情報が見られます。また、全図書館の蔵
書検索もできます。ぜひご利用ください。
七尾市立図書館

東日本大震災があってから、人と人との
「絆」意識が高まったようです。また、「物の
豊かさを幸せの尺度」としてきた日本人に、
経済優先の考えを改めては？と問いかけてい
るようです。
七尾市長
求めるものを「物の豊かさ」から「心の豊
かさ」に重心を移していこう、また「家族の
絆はもとより、災害時に一番頼りになるのが
地域の人たちだ」、隣近所や地域のつながりをもっと大切にせねば
と思う人が増えてきたのではないでしょうか。
私たちは、被災地の人たちのことを思えば、便利なことや楽しい
こと、豊かなことにブレーキをかけて、不便や足りないことを我慢
して、節約、節制をしなければならないと思う。
大災害は、他人の痛みを思いやり、自分の生活や人との関わりを
見直す機会にせよとの教えではないのか。
大津市のいじめによる中学生自殺事件は、悲しくて、悲しくてや
りきれない気持ちになる。トンボや虫でさえ捕まえて殺してしまっ
たとき、いのちを奪ったことへの罪悪感に陥るのに。「遊びで、い
じめではない」とはどういうことなのか。こういったことが人を育
てる学校で行われたとは、学校はどんな教育をしていたのだろうか。
人は皆幸せになるために生きているのに。
学校は、生徒一人一人が幸せになるための手伝いをするところだ。
力の弱い生徒や学力が低い生徒も含めて、みんなが良くならなけれ
ば自分は幸せになれない。他人を思いやり、弱いものを助け支える
心を育ててほしい。
人と人との絆が強まり、豊かな心を育てるにはどんな教育が必要
なのか。人間の絆が弱くなり衰退すると、社会も衰退するといわれ
ている。幸せは「分かち合う」ものである。
「分かち合う」べき幸せを、
「奪い合う」社会にしているのではないか。物を奪い合うことで物
は豊かになっても、他人の生活や命を奪ってしまっては幸せは得ら
れない。
「奪い合い」から、「分かち合い」「支え合い」の社会を目指さな
ければならない。悲しみを分かち合い支えてあげれば、悲しみに暮
れている人も癒され、幸せになり、支えた人も幸せになる。人間は、
自分のまわりの人にとって必要な存在だと実感できたとき、生きて
いる幸せを実感するものである。
大人も子どもも、男も女も手をつなぎ「分かち合い」「支え合い」
で幸せの和（輪）を広げよう。

検索

15：00 ～ 17：00
会場：中島市民センター ２階 応接室

●９月12日㈬

15：00 ～ 17：00
会場：七尾市役所 ２階 202会議室

※申し込みは１週間前まで（公務のため中止になる場合があります）
広報広聴課 ☎53-8423

広報ななお
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「長谷川等伯展～圓徳院の『山水図襖』を中心に～」
（最終ページ参照）を

より楽しむための知っ㊕情報!

《特別講演会》聴講無料
■日時

《学芸員のギャラリートーク》要申込・要観覧券

ご聴講の方全員に
等伯関連ハガキを
プレゼント。貴重
なお話を聞こう!

8月26日㈰ 14：00 ～ 15：30

■場所：当館アートホール
■講師：鈴木廣之 氏（東京学芸大学教授）

■日時 ９月２日㈰ 14：00 ～
■場所 当館展示室
■内容 展示室をめぐりながら、学芸員が作品を
解説します。
※現在、電話でお申し込み受付中です。申し込みはお早めに！

《子どもイベント♪》
（会期中随時）

★毎年恒例の小中学生対象「等伯子どもなんでもクイズ」を開催します。

全問正解者の中から抽選で、等伯関
連グッズが当たるよ。挑戦してね♪

《そのほかいろいろ♪》

★等伯展にあわせて、圓徳院の ｢山水図襖｣ クリアファイルやハガ
キを作りました。夏にぴったりの「松林図屏風」扇子も入荷、お楽
しみに♪
★会期中、七尾美術館Tea Roomで ｢等伯コーヒーゼリー｣ (400円)を
ご注文すると､ ｢とうはくん｣ ペーパーコースターをプレゼント！

☎53-1500

◆JR七尾線では、国宝 ｢楓図（長谷川等伯）｣ や ｢松に秋草図（長谷川等伯一門）｣､ ｢桜図（長谷川久蔵）｣
を描いたラッピング列車が運行しているよ！とってもきれいだよ♪みんなもぜひ、乗ってみてね。

無名塾

能登島大橋架橋開通30周年協賛

古今東西 ガラス玉展
■開館時間
■観 覧 料

９：00 ～ 17：00（入館は30分前まで）
個人800円／団体700円
中学生以下 無料
※8月は無休で開館します。

む

８月10日㈮～ 13日㈪

●1日子ども学芸員

18：30 ～
14：00 ～

2

10月21日㈰

10：00 ～ 16：00

14：00 ～

定員 10人、要申込、対象 小学生

13：30 ～ 16：30、参加費 300円

4

●丘にあふれるガラス玉の海で遊ぼう！ inガラ美パーク
８月25㈯、26日㈰

長森雅人（伊右衛門）

■入場料：一般

来館者が自由に参加できるイベントです。

5,500円

公益財団法人

渡辺

梓（お岩）

３,000円

優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業

演劇のまち振興事業団

☎84-1175

☎66-2323

名画まつり平成24年度優秀映画鑑賞推進事業
池部良、三船敏郎、勝新太郎、田宮二郎、そして長谷川一夫
たちの魅力あふれる作品を上映します。
②

高校生以下

（全席指定・当日500円増し・未就学児入場不可）

平成24年度文化庁

１．『モザイク芯玉』岡山オリエント美術館蔵（前２- 後２世紀）
２．『芯巻人頭管玉』岡山オリエント美術館蔵（前５- 前３世紀）／３．『コップの中の世界』中原雅恵／４．『彩雲』吉田美樹

①

や

10月20日㈯

3

●炎のデモンストレーション

み ょ う じ ょ う

10月19日㈮

イベント情報

８月19日㈰

無明長夜－異 説 四 谷 怪 談

1

８月12日㈰

個性豊かな男優

③

④

農村レストランと親子金魚釣り大会
ナイトフラワーミュージアム
※19：00～20：30 蘭遊館無料開放

８月24日㈮～９月19日㈬

ゆかいなラン科植物展
①暁の脱走
②隠し砦の三悪人
③悪名
④雪乃丞変化

■料金

池部良、山口淑子、小沢栄
三船敏郎、上原美佐、藤田進
勝新太郎、田宮二郎、中村玉緒
長谷川一夫、市川雷蔵、山本富士子、若尾文子

大人500円、高校生以下200円

☎68-2277
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NANAO 2012.8

8月16日㈭ 14：00
8月17日㈮ 14：00
8月18日㈯ 14：00
8月19日㈰ 14：00

毎月29日は
七尾市民蘭遊館
入場無料デー
８月16日は
休館日です。

☎54-0300

