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『明治の日本』宮内庁書陵部写真
武部敏夫・中村一紀 編
吉川弘文館

宮内庁書陵部には、明治天皇のお手元に上
がった2000枚に上る明治初・中期古写真があ
ります。996枚の国内写真を取り上げて、39の
都道府県ごとに記載。新時代建設の多様な姿を
「明治」という時とともに写し撮った貴重な写
真集です。写真の種類は、行幸関係や災害写真
が多く載っています。
石川県関係は12点あり、地元を見てみると、
鵜浦町、能登島田尻町、小丸山周辺、小島町、
和倉町の光景が見られます。一度手に取ってご
覧ください。
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秘密結社にご注意を

ローカル線で行こう！

新堂卓宏 著

真保裕一 著

ストーカー癖の
ある青野が再就職
したのは秘密結
社。業務内容は、
ボスからのメール
で下される指令を
実行するのみ。ス
トーカー、誘拐、
空き巣。並走する３つの事件が交差し、
つながり…。選考委員絶賛のユーモアあ
ふれるミステリーです。

廃線間際の赤字
ローカル線。故郷
の未来を託された
のは、たった一人
の新幹線アテン
ダント。やる気を
失った社員、一筋
縄ではいかない経
営幹部、そして次々起こる不穏な事件
…。読めば元気が出てくる痛快鉄道再生
ミステリーです。

宝島社

『行け行け！わがまち調査隊』
市民のための地域調査入門
岡田知弘・品田茂著

講談社

自治体研究社

自分たちの地域
を元気にするため
に、まずは地域調
査に挑戦しません
か。きっと、新し
い魅力と課題が見
えてきます。その
進め方を実例に基
づきながら解説しています。参考となる
アンケート調査票なども掲載されていま
す。

図書館からのお知らせ
家族で一緒に家読（うちどく）しましょう

毎月23日は「ななお家読の日」です。
家族が一緒に読書の時間を持ち、読んだ本の感想など
を話し合うことで、子どもたちは読書の楽しみを知り、
家族とのコミュニケーションも深まります。
この読書活動「家読（うちどく）」を勧め、名称を募集
したところ、応募総数869作品の中から優秀作が決まりま
した。
最優秀賞 田鶴浜中学校３年生
岡本 賢也 さん
優秀賞
能登島小学校５年生
梅田 結姫奈 さん
御祓中学校 １年生
奥村 美羽 さん
図書館では、今月から毎月23日を『ななお家読の日』
とし、さらに「家読」を推奨していきます。すばらしい
本がたくさんありますので、家族一緒に、本に触れる時
間を増やしましょう。
毎月23日頃、図書館で本を借りる人には、お楽しみが
待っています。
－これからもたくさん本を読んで、
家族の絆を深めましょう！－

「ななお家読の日」
名称決定表彰式・記念講演会
13：00 ～ 名称決定表彰式
13：30 ～ 記念講演会
■場所 ミナ．クル３階 多目的会議室
■演題 「家庭での読書の楽しみ」
■講師 坪川 祥子 氏（いちのすけ文庫）
■日時

４月20日㈯

家族で読書の記録を残しませんか？
うちどくノート
このノートに、家族で一緒に読
ん だ 本 の 感 想 や、 家 族 の コ メ ン
トを記入することで、家族の読書
や成長の記録を残すことができま
す。「うちどくノート」は各図書
館の窓口にありますので、お問い
合わせください。

※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

検索

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

広報ななお
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’12 日本のガラス展（石川巡回展）

日本ガラス工芸協会創立40周年記念-紡がれた現代ガラス

前期展

4月20日㈯～６月24日㈪

■開館時間 ９：00 ～ 17：00 入館は16：30まで
■入 館 料 一般800円 中学生以下無料
2012年９月の東京展を皮切りに国内４カ所を巡回。日本海側では、
唯一当館のみでの展示公開です。日本の現代ガラス作家による作品
121点を、前期と後期に分けて展示します。
※４月15日㈪から４月19日㈮は、展示替えのため休館します。

展覧会オープニングイベント

海と桜を愛でる ガラス茶会

「種子のかたち(小文間の植物シリーズ)」藤原信幸2012年

4月20日㈯、21日㈰

ガラス作家が制作したガラス器でお茶を楽しんでみませんか？
お茶会 10：00 ～ 15：00 美術館庭園(雨天の場合館内)
生け花 　９：00 ～ 17：00 美術館館内
入館券付茶券1,000円を電話予約で受付中。（４月14日㈰まで）

☎84-1175
第５回能登演劇堂ロングラン公演

１日100席限定!!

予約受付中！

※写真はイメージです

長谷川等伯一門と能登
～ “伝説”は、この地よりはじまった～

無名塾
平成25年 ９月28日㈯～ 10月27日㈰   
〈全25回公演〉
永遠に瑞々しく息づく、珠玉のラブストーリー
シェイクスピア不朽の名作を能登の地で
■出演 仲代 達矢（ロレンス）
進藤 健太郎（ロミオ）
松浦 唯（ジュリエット）
他無名塾
■演出 髙瀬 久男
■チケット料金
Ａ席 7,500円 Ｂ席

長谷川等伯能登時代の
作品や、能登ゆかりの
「長谷川派」絵師の作
品を中心に、関連資料
などもあわせて19点を
紹介します。

特別展示

「複製松林図屏風」

6,500円

（原本長谷川等伯筆）

（全席指定・当日500円増・未就学児入場不可）
主催：能登演劇堂ロングラン公演実行委員会
公益財団法人

４月27日㈯～６月２日㈰

演劇のまち振興事業団

☎66-2323
自主上映会

映画「BRAVE HEARTS 海猿」
上映!!

４月13日㈯

「十二天図」（部分） 長谷川信春（等伯）
羽咋市・正覚院蔵

■同時開催 「池田コレクションの絵画」
「所蔵現代作品展」
■休 館 日 毎週月曜日（４月29日㈪・５月６日㈪は開館、５月７日㈫休館）
■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

☎53-1500

①14：00 ～ ②19：00 ～

４月14日㈰

春のももいろラン展

①10：00 ～ ②14：00 ～

■料金

４月30日㈫まで

大 人
１,000円
高校生以下 500円

海上保安官の仙崎大輔とバディの吉岡哲也は、海上保安庁最高レベルのレス
キュー能力を誇る“特救隊”こと「特殊救難隊」の隊員となっていた。仙崎の妻・
環菜は第二子を妊娠中で、横浜で家族三人、幸せに暮らしている。吉岡には、
CAをしている恋人・美香がいる。ある日、美香の乗ったジャンボジェット機206
便が羽田上空にてエンジン炎上のアクシデントに見舞われる。空港への着陸が困
難となった206便は、海上への着水を強行するが…。

☎68-2277
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洋ランフェスティバル＆
カーネーションフェア

５月3日㈮～５月12日（日）
母の日はイベント盛りたくさん！

ももいろのコチョウラン

毎月29日は
七尾市民蘭遊館入場無料デー

☎54-0300

