
平成27年4月～
平成28年3月 

能登演劇堂
友の会
会員募集

能登演劇堂 ☎66-2323問

「能登演劇堂友の会」の会員になると、
「友の会対象公演」を観劇する際、料金が大変お得です。
ぜひ、この機会に入会してみては…

詳細は能登演劇堂ホームページで！
検 索能登演劇堂

ラ･フォル･ジュルネ金沢 in 七尾
【出演】池辺晋一郎（ナビゲーター）、今永靖子（フルート）、
　　　山本有希子（ソプラノ）、太田真佐代（ギター）
【料金】1,000円

4月30日（木）13:30～

※当日券は500円増し

「若村麻由美の劇世界」
 in 能登2015

5月22日（金）15:00～ 5月23日（土）15:00～

※当日券は500円増し

「密柑とユウウツ」－茨木のり子異聞－
【作】長田育恵　【演出】マキノノゾミ
【出演】岡本麗、松金よね子、田岡美也子ほか
【料金】5,500円

6月5日（金）18:30～ 　
6月6日（土）14:00～
6月7日（日）14:00～

※当日券は500円増し

まちなか公演

「教授とその弟子」
【出演】劇団ドリームチョップ

【会場】未定（能登演劇堂周辺）

【料金】1,000円

自由席

10月10日（土）14:00～

2月6日（土）13:30～
　　　  　18:30～
2月7日（日）13:30～

「書く女」

人形浄瑠璃　文楽

●昼の部 「団子売」「心中天網島」
●夜の部 「絵本太功記」「日高川入相花王」

【作・演出】永井愛
【料金】6,500円

【出演】黒木華、平岳大、
　　　木野花ほか

※当日券は500円増し

※当日券は500円増し

「トロイラスとクレシダ」
【作】ウィリアム・
　シェイクスピア
【演出】鵜山仁
【出演】
浦井健治
ソニン
岡本健一
渡辺徹
吉田栄作
江守徹ほか
【料金】7,000円

七尾市民劇団　劇団N

「喜劇・港町純情物語」～君の瞳に乾杯～

10月3日（土）16:00～ 10月4日（日）14:00～

【作】北村雄大

【出演】劇団N

【演出】原田一樹
【料金】1,000円　自由席

8月7日（金）18:30～ 　
8月8日（土）13:30～
8月9日（日）13:30～

３月１日（火）13:00～/18:30～

〇おはなし
〇語り芝居「小宰相身投」
　～原典・平家物語より～   
〇語り舞踊「書く女」
　～建礼門院右京大夫より～
〇「幸魂奇魂」～古事記より～
【企画・演出】藤舎貴生
【出演】
若村麻由美/今藤政子（唄）
杵屋栄八郎（三味線）
藤舎呂悦（囃子）
藤舎貴生（笛）
高畠一郎（箏）
田代誠（太鼓）ほか　

Ａ席5,000円
Ｂ席4,000円

一般

※当日券は500円増し【料金】6,000円

※変更になることもございますのであらかじめご了承ください

能登演劇堂
友の会対象公演

【作】アルベール・ユッソン

【演出】丹野郁弓

【出演】仲代達矢、松崎謙二、赤羽秀之ほか無名塾

【料金】A席 7,500円　B席 6,500円
※当日券は500円増し

能登演劇堂20周年記念公演

「おれたちは天使じゃない」
能登演劇堂
友の会対象公演

能登演劇堂
友の会対象公演

能登演劇堂
友の会対象公演 2015年10月31日土 → 11月15日日

10月31日（土）
15:00～
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休　演　日

●
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休　演　日
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●

11月 １日（日）
11月 2日（月）
11月 3日（火・祝）
11月 4日（水）
11月 5日（木）
11月 6日（金）
11月 7日（土）
11月 8日（日）
11月 9日（月）
11月10日（火）
11月11日（水）
11月12日（木）
11月13日（金）
11月14日（土）
11月15日（日）

18:30～

※  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

■会　　期　７月５日（日）まで
■休 館 日　５月19日（火）
■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

のとじまガラス・スタイル

ガラス保存瓶の楽しみ方 能登の自然を詰めよう♪
　能登で育ったいちごを使ったジャム作りのポイント
や、ガラス保存瓶の活用法をご紹介します。調理したジャ
ムの試食会もあります。
■日　　時　６月14日（日）　①10：00～ 12：00  ②13：30～ 15：30
■講　　師　ペンション ウインズ　前田 幹子氏
■参 加 費　1,000円
■対　　象　20歳以上

　本展では〝女性美〟に焦点をあて、所蔵作品から絵画を中心に、約20点
を紹介します。また、同時開催として、モントレー市から和倉温泉観光協
会に寄贈された、リトグラフによる1963 ～ 95年までの躍動感溢れる
モントレー・ジャズ・フェスティバルのポスター50枚を展示します。

■会　　期　５月16日（土）～ 31日（日）
■休 館 日　毎週月曜日
■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

　風薫る５月、いよいよゴールデンウイークがやってきました。のとじま水
族館ではゴールデンウイークもイベント満載です。皆さんのご来館を心から
お待ちしております。
　詳しくはホームページをご覧ください。

・５月３日（日・祝）～５日（火・祝）
　ペンギンの出迎え、シャトルバス運行

・５月５日（火・祝）
　こどもの日　中学生以下無料開放

※開館時間
５月３日（日・祝）～５日（火・祝）８：00～ 17：00
上記の日以外　　　　　　　　  ９：00～ 17：00

　松金よね子・岡本麗・田岡美也子が女性詩人、茨木のり子さんの世界を描き
ます。客演に木野花、小林隆など、豪華メンバーを迎えて、実在した人物を舞
台ならではのエンターテイメントを掛け合わせ、楽しい作品をお届けします。

■日　　時　６月５日（金）18:30開演
　　　　　　６月６日（土）14:00開演
　　　　　　６月７日（日）14:00開演
■出　　演　松金よね子　岡本麗　田岡美也子 ほか
■前売料金　一般　　　　5,500円
　　　　　　高校生以下　3,500円（全席指定）
　　　　　　※当日券は500円増し
　　　　　　※未就学児入場不可

【前ページの平成27年度 能登演劇堂 公演予定表もぜひご覧ください。】

アール・ヌーヴォーのガラス   ～ガレ、ドームが愛した自然～ 「女性美称賛～浮世絵から現代作品まで～」
「ジャズの世界をめぐる　モントレー・ジャズ・フェスティバル・ポスター展」

「蜜柑とユウウツ」 ―茨木のり子異聞―ゴールデンウイークを満喫！！

『伝えるための
 教科書』

『21世紀の資本』

川井 龍介 著　岩波書店

トマ・ピケティ 著
山形浩生 守岡桜
森本 正史 訳
みすず書房

○図書館友の会の会員を募集しています。
　友の会とは？
　  図書館好きな人の集まりで、講演会、史跡探訪、文化講
座、郷土図書の出版などを行っています。
　会費は？
　年間 １口 300円（市内図書館で受付）です。
　ぜひご入会ください。

○図書館サポーターに登録しませんか？
　図書館でボランティア活動してくれる人を募集しています。
　募集内容：  本の配架・補修、館内掲示物の作成、おはなし会、

ブックスタートなど

○第46回 図書館友の会 定期総会・講演会
　演題　「杉森久英記念文庫について」
　講師　島崎 善信氏（元七尾市立図書館長）
　日時　5月16日（土）  総　会 13：30～

講演会 14：30～15：30
　場所　ミナ.クル 多目的会議室

　※詳細は、七尾市立図書館ホームページをご覧ください。

新刊情報

のとじま水族館

■定　　員　各回10名（要申し込み）
■申込期限　５月24日（日）

長谷川等伯展 開催中！（5月10日（日）まで）
国宝「楓図壁貼付」など27点特別公開！！

「蜻蛉文花瓶」
エミール・ガレ
1889年

ウッドワン美術館蔵

「セレナーデⅡ」中村静勇

8七尾ごころ9 七尾ごころ  2015.5


