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 4 7月 5 4 日な な お 時 記催
●市内小中学校入学式
問子ども教育課
☎53-8434

●三引の獅子舞
問観光交流課
☎53-8424

●曳山奉幣祭
　「ちょんこ山」人形見
問観光交流課
☎53-8424

●曳山奉幣祭
　「ちょんこ山」本祭
問観光交流課
☎53-8424

●  健康ウオーキング
in 御祓

問  健康推進課
☎53-3623

●能登島ガラス
　コレクション　最終日
問能登島ガラス美術館
☎84-1175

●  ゆーりんピック2014
　（スポーツ・文化交流大会）出場
　七尾市選手募集・ゆーりん
　ピック2014美術展出品
　作品募集締切日
問福祉課
☎53-8463
●  市民農園の利用者
　募集締切日
問農林課
☎53-8422

● 香りとファッションの
　美学展～香水瓶が魅せる
　美の世界～スペシャル
　ギャラリートーク
問能登島ガラス美術館
☎84-1175

●  「子ども読書の日」
記念講演会

問   中央図書館
☎53-0583

●  桜のお絵かき会
問   希望の丘公園
　管理事務所
☎52-9266

●市長談話室
問広報広聴課
☎53-8423

● 自衛隊幹部候補生
募集締切日

問  自衛隊石川地方
協力本部七尾出張所

☎53-1691

●でか山と花嫁
　のれんウオーク
　参加者募集締切日
問  七尾ウオーキング協会
☎53-2190（元橋）

●田鶴浜住吉大祭
問観光交流課
☎53-8424

●長谷川等伯展
　～その多彩な画業～
　（6月1日まで）
問七尾美術館
☎53-1500

●第11回花嫁のれん展
　（5月11日まで）
問   観光交流課
☎53-8424

●長谷川等伯展
　特別講演会
問   七尾美術館
☎53-1500

●ラ・フォル・ジュルネ
　金沢2014
　プラハ・ウィーン・
　ブダペスト
　～三都物語～
　七尾公演
問   能登演劇堂
☎66-2323

●青柏祭（人形見）
問観光交流課
☎53-8424

●青柏祭（5月5日まで）
問観光交流課
☎53-8424

●袖ケ江地区
　でか山にぎわい
　ウオーク
問健康推進課
☎53-3623

●でか山と花嫁
　のれんウオーク
問七尾ウオーキング協会
☎53-2190

●わくわくワークショップ
　  「自由に描こう
　香りのイメージ画」
問能登島ガラス美術館
☎84-1175
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■会　　期
　4月19日（土）～
　6月29日（日）
■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

スペシャルギャラリートーク
本展の監修者が、香りや香水瓶の魅力を語ります。
■話し手　「パルファム」編集長　平田幸子 氏／
　　　　　ポーラ文化研究所主任学芸員　津田紀代 氏
■日　時　4月19日（土）13：30～ 14：30
■参加費　無料　※高校生以上は、別途入館料が必要
※4月15日（火）から18日（金）の4日間、展示替えのため休館します。

　仏様や人物、金箔を貼った華やかな絵
や渋い水墨画など、等伯の多彩な画業を
紹介します。
※  前期4月26日（土）～5月14日（水）、
　後期5月15日（木）～6月 1 日（日）で
　一部展示替え有り。

■日　時　4月26日（土）～ 6月1日（日）
　　　　　会期中無休
　　　　　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
★特別講演会【聴講無料】
　■日　時　4月29日（火・祝）14：00～
　■講　師　黒田泰三 氏（出光美術館学芸部長）
★会期中随時、小中学生対象のクイズもあります。

　新小学一年生や皆さんの交通安全を祈って、のとじま水族館神社を設置し
ました。水槽の中には「無事に帰る」にあやかって「カエルアンコウ」を展示し
ています。とても魚とは思えないユーモラスな姿のカエルアンコウを、ぜひ
ご覧ください。

■開催期間　4月中旬まで展示
■場　　所　本館入口

〈七尾公演〉
■日　時　4月30日（水）13：30開演
■司　会　池辺晋一郎（司会）
■入場料　一般　1,000円
　　　　　高校生以下無料（自由席）
　　　　　※未就学児入場不可

トリオエトワール
　水上由美（ヴァイオリン）
　ユリア・イッサコーヴァ・モネ（チェロ）
　リーズ・ボードワン（ピアノ）

香りとファッションの美学展 ～香水瓶が魅せる美の世界～ 開館20周年プレ特別展
長谷川等伯展～その多彩な画業～
〝なんでも描いた、なんでも描けた〟

水族館で交通安全祈願！？

『左目に映る星』 『「職業訓練」
 150%トコトン活用術』

奥田 亜希子著 集英社 日向 咲嗣著 同文館出版
　小学生の時に出会った少年は、彼女にとって完
璧な存在だった。過去を引きずったまま大人にな
り、他者に恋愛感情を持てなくなった26歳の早季
子と、恋愛未経験で、あま
りに純粋なアイドルオタ
ク・宮 内 と の 恋 の 行 方
は・・・。不器用な男女のラ
ブストーリー。「奇妙な繊
細さと言葉の揺らめきに、
心を触られた」「じつに魅
力的。たんなる恋愛小説に
おさまっていない」と選者
から評され、すばる文学賞
を受賞した作品です。

　アピールできるキャリアはないけれど、上手に就
職・転職したい！ そんな人のために、就職に直接役立
つ知識や技能を習得させてくれる公的な制度「職業
訓練」の活用術を紹介して
います。内容は、プロローグ
と６章に分かれていますが、
目次には、無料ワールド、お
宝コース、職業訓練コース
選択、必勝スケジュール、裏
ワザ、などの文字が並び、各
内容が見開きで分りやすく
まとめてあります。
　全国職業訓練校コース一
覧付きです。

※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もできます。
　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

○「子ども読書の日」記念講演会
　日時　4月19日（土）13：30～ 15：00
　場所　ミナ．クル３階　多目的会議室
　講師　坪内　啓子氏
　演題　絵本のことば
　※入場無料

○図書館友の会会員を募集しています。
　年間　１口　300円

○七尾・鹿島むかしかるた販売中！（販売元 図書館友の会）
　中央図書館　1,000円　　きくざわ書店　1,080円

★スペシャル講座【先着15人、要申込・要観覧券】
　■日　　時　５月18日（日） 14：00～
　■申込開始　  ４月11日（金）  9 ：00 ～
　　　　　　　電話受付開始。☎53-1500

「くるみケース入り香水瓶セット」
イギリス　18世紀末
ポーラ文化研究所蔵 国指定重要文化財「波濤図」（部分）

長谷川等伯
京都市・永観堂禅林寺

「菊文香水瓶」
エミール・ガレ　フランス

1910年代　ポーラ文化研究所蔵

のとじま水族館神社 池辺晋一郎
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