
※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、全図書館の蔵書検索や図書の予約（各図書館で登録が必要）がで　
　きます。ぜひご利用ください。

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

　ヴェネチアのクリエイター、エジディオ・コスタンチーニがピカソやシャ
ガールをはじめとする芸術家たちのデザインをもとに制作した作品を、期間
中一部入れ替えながら展示します。

■会　　期　　平成27年4月19日（日）まで
■開館時間　　11月、4月 9：00～ 17：00
　　　　　　　12月～ 3月 9：00～ 16：30
　　　　　　　（入館は閉館の30分前まで）
■入 館 料　　一般 800円
　　　　　　　中学生以下 無料

　イタリアで開催された絵本原画コンクールの入選作を紹介。日本人15
作家を含む23カ国75作家のバラエティに富んだ作品に、三浦太郎の大
型作品や刀根里衣の新作絵本原画も特別展示。世界の絵本もお楽しみに。

■会　　期　11月7日（金）～ 12月14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

関連イベント
毎週土日　　　　 かんたん絵本を作ろうよ！
11月22日（土） ナイトミュージアム
11月23日（日・祝） 「のまりん」の紙芝居劇場
11月29日（土） おはなし劇場
ほか、アニメ上映会もあります。
★詳細はホームページまたは、お問い合わせください。

　ペンギンたちのお世話を通して、飼育係体験ができるイベントです。
　皆さんの参加をお待ちしています。

■日　　時　11月23日（日・祝）
　　　　　　（ペンギン編）
　　　　　　10：00～ 15：00
■対　　象　小学生とその保護者　　　
■定　　員　20人（抽選）
■参 加 費　無料
　　　　　　（入場料が必要です）
■申込締切　11月10日（月）
■申込方法　メールかFAXで申し込みください。
　メールアドレス：oubo@notoaqua.jp　　FAX：84-1273

　傑作ラブコメディに日本を代表する俳優の平幹二朗と渡辺美佐子が挑む！
人生の黄昏を迎えるすべての人へ贈る、いくつになってもキュン・・・と
心に響く大人のラブロマンス。あなたもきっと恋がしたくなる。

■日 時 11月28日（金）18:30開演
 11月29日（土）14:00開演
 11月30日（日）14:00開演

■出 演　平 幹二朗　渡辺 美佐子
■前売料金　一般 6,500円
　　　　　　高校生以下 3,000円
　　　　　　（全席指定）
※当日券は500円増し
※未就学児入場不可

能登島ガラスコレクション展
イタリアのガラス彫刻 ～現代巨匠とヴェネチアの技～

2014イタリア・ボローニャ国際絵本原画展

「黄昏にロマンス ～ロディオンとリダの場合～」親子で体験！チャレンジメニュー

『嚥下障害のことがよくわかる本』 『はじめてママ＆パパの育児』

藤島 一郎監修　講談社 五十嵐 隆監修　主婦の友社
　「口から食べること」をすぐにあきらめない！
嚥下障害とは食物をうまく飲み込めない状態
のこと。口から安全に食べ続けるためには、食
べる力の維持、あるいは回復させる取り組み
が必要です。家庭でも
できる訓練法、口腔ケ
ア、安全な食べ方・調
理法など、誤嚥を防
ぎ、食べる力を取り戻
すリハビリ術をひと目
でわかるイラストで
徹底解説。

　０～３歳の赤ちゃんとの暮らしや、気が
かりなことがすっきり解決。月齢別の赤
ちゃんの様子と、育児をもっと楽しむコツ
がオールカラーで紹介されています。母乳・
ミルクの基礎知識、
離乳食＆幼児食の進
め方、生活習慣＆し
つけのコツ、事故＆
ケガ対策と応急手当
て、赤ちゃんの病気
とホームケアなどを
収録。

田鶴浜図書館
・古本市
　11月９日（日）～ 22日（土）
　保存期間の過ぎた雑誌を１冊10円で販売します。
　お気に入りの雑誌をこの機会にどうぞ。

・クイズラリー
　11月９日（日）10：30～ 16：00
　  図書館内に貼ってあるクイズに正解して景品を
もらおう。

「おどけたフクロウ」
エジディオ・コスタンチーニ

（パブロ・ピカソのデザインにもとづいて）
1962年

「世界よ、こんにちは！」
カタリーナ・ヴァルクス

（オランダ）
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な な お 催時 記
● 親子で体験！
　チャレンジメニュー
　（ペンギン編）
　申込期限
問のとじま水族館
☎84-1271

● 平成26年度七尾市
　中学校合同音楽会
問子ども教育課
☎53-8435

● 七尾市社会福祉
　協議会設立10周
　年記念式典・記
　念講演会
問七尾市社会福祉
　協議会
☎52-2099

●  出張ワークショップ
　市民文化祭
　in のとじま
問能登島ガラス美術館
☎84-1175
●  ピアノ大好きコ
ンサート出演者
申込期限

問七尾市公共施設管理公社
☎53-1160

●心のケア講演会
問   健康推進課
☎53-3623

●肝臓に関する講演会
問   能登中部保健福祉
センター
☎53-2482
●  第66回全国植樹祭
　いしかわ2015
　参加者募集申込期限
問農林課
☎53-8510

●  2014イタリア・ボローニャ
国際絵本原画展
　ナイトミュージアム
問石川県七尾美術館
☎53-1500

●  2014イタリア・ボローニャ
国際絵本原画展
　ワークショップ
　「のまりんの紙芝居劇場」
問石川県七尾美術館
☎53-1500
● 親子で体験！
　チャレンジメニュー
　（ペンギン編）
問のとじま水族館
☎84-1271

●こころの健康相談日
問健康推進課
☎53-3623

●全国一斉情報伝達訓練
問防災交通課
☎53-6880
●  『黄昏にロマンス』
～ロディオンと
　リダの場合～
　（30日まで）
問能登演劇堂
☎66-2323

●  2014イタリア・ボローニャ
国際絵本原画展
　ワークショップ
　「おはなし劇場」
問石川県七尾美術館
☎53-1500

●  食品事業社表示
適正化技術講座
申込期限

問   北陸農政局消費・
　安全部表示・企画課
☎076-263-2161

●  冬の定期ワーク
　ほっこりガラス
　（3月1日までの土・日）
問能登島ガラス美術館
☎84-1175

●「ともに歩もう
　市民のつどい」
問市民男女協働課
☎53-1112
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