
※  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　９月27日（日）まで
■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
8月は無休で開館しています。

スペシャルイベント
ガラスで不思議体験！バーナーワークデモンストレーション
■日　　時　8月14日（金）～ 16日（日）　10：00～ 16：00
■見 学 料　  無料　（高校生以上の人は、

別途入館料が必要）
■実 演 者　  ガラス作家　齊藤 秀輝氏、
　　　　　　高田 範子氏、宮村 和美氏

　北陸在住のガラス作家3人が、バーナー
の炎でガラスを溶かし華麗な技を披露し
ます。

　家族同士のふれあいに。恋人と楽しみに。夏休みの思い出づくりに。
8月ののとじま水族館で楽しんでください！ 

〇午前8時開館
■日　時　8月13日（木）～ 8月15日（土）
　暑いのが苦手な人も大丈夫。開館時間の繰り上げで、涼しいうちに回るこ
とができます。

〇オオサンショウウオ展示中
■場　所　のとじま水族館　本館
　特別天然記念物の全長120ｃｍも
あるオオサンショウウオが登場！夏
休み期間中特別展示も行います。つ
ぶらな瞳に癒やされてください。

　とある港町を舞台にした昭和の香り漂う、メロドラマ喜劇。美空ひばりの
「港町十三番地」をテーマ曲に七尾市民劇団 劇団Ｎが総力をあげてお送りし
ます。

■日　　時　10月３日（土）16:00開演
　　　　　　10月４日（日）14:00開演
■入場料金
一般　　　　　　　   1,000円
高校生以下・65歳以上　500円
（全席自由）
※当日券も同じ料金です。

Let’s enjoy！ 現代ガラス ～不思議な世界へ出かけよう～

暑い夏、情熱を持った水族館一同がお待ちしています！！

『原爆写真 ノーモア 
ヒロシマ・ナガサキ』

『じいさとばあさと
田んぼの神様』

黒古 一夫・清水 博義 編 
日本図書センター

佐藤 秀明　三五館

○七尾市夏休み読書月間（8/1 ～ 31）
　図書館おすすめの本、自由研究・工作の本を展示中
　（各図書館の行事）
　8/21（金）　映画上映会（中央）
　8/22（土）　かがくであそぼう（田鶴浜）
　8/26（水）　夏休み工作教室（本府中）
　※  詳細は館内にあるチラシ、またはホームページ

をご覧ください。

○図書館友の会文化講座（第1回）
　「音読で味わう杉森文学～声に出
　して読んでみよう～」
　日　　時　8月29日（土）9：00～ 11：00
　場　　所　杉森久英記念文庫室
　定　　員　20人
　参 加 費　300円

新刊情報

　会期を２期に分けて「池田コレクション」新寄附作品
を紹介している本展覧会。【第２期】の今回は、石川県を
代表するやきもの「九谷焼」を中心に、「加賀象嵌」の名
手として活躍した金工作家・高橋介州（1905 ～ 2004）
の作品や肉筆浮世絵、木彫など計57点を紹介します。
　引き続き、新しい「池田コレクション」ワールドをご堪
能ください。

■会　　期　８月８日（土）～９月13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

開館20周年記念展・第74回七尾港まつり協賛

新寄附作品初公開！ ～池田コレクションの名品【第２期】～

七尾市民劇団　劇団Ｎ　第18回定期公演

喜劇・港町純情物語 ～君の瞳に乾杯～

※昨年のスペシャルイベントの様子

「色絵山水図瓢形大徳利
吉田屋窯」

（池田コレクション）

※前回の公演から

情報通！

速報

NANAO

平成27年 6 月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,154世帯（△10）
人　口 55,710人（　△72）
　男　 26,369人（　△24）
　女　 29,341人（　△48）
年齢別人口
0 ～20歳 9,147人
21～64歳 27,852人
65歳～ 18,711人
転入 81人 転出 114人
出生 26人 死亡 67人
婚姻 18件 

市の人口

市・県民税（ 2期）
国民健康保険税（ 2期）
※納期限： 8月31日㈪

納税のお知らせ

「税情報ななお　第 3号」回覧
～小型特殊自動車、原動機付自
転車（125cc以下）について～

今月の『税情報ななお』

愛の献血

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

■日時　 8 月18日㈫
　　　　 9：45～ 16：00
■場所　七尾市役所（袖ケ江町）
※12：00～ 13：00は、混み
合う場合があります。

Ａｌｌ　ｉｎ　ｏｎｅ
在来軸組工法×構造設計

西川総合建築
不動産登記×ピースフル

西川測量登記
 七尾市能登島通町チ部２番地
 TEL/FAX 0767(85)2752  

【 担当 西川剛志080－1965－6748 】

『親子で一緒に考えよう』
いじめ防止標語コンクール
　子どもたち一人一人が輝ける地
域や学校となるように、親子で一緒
に考えた「いじめ防止標語」を募集
します。
■対象者
　  七尾市内の小学生、中学生とそ
の保護者
■提出先　在籍する小中学校
■応募期限　 9 月 4 日㈮
■賞　●優秀賞　40人
　　　1,000円分の図書カードを進呈
　　　●優 良賞　40人
　　　500円分の図書カードを進呈
問 生涯学習スポーツ課
　 ☎53-3661

平成27年全国一斉国勢調査
　国勢調査は、統計法に基づき、日本に住
んでいるすべての人、世帯を対象に実施す
る最も重要な統計調査です。10月 1 日現
在の皆さんの状況を回答してください。
　今回の調査からインターネットでの
回答が可能になります。先にインター
ネットでの回答を受け付け、インター
ネットで回答されなかった世帯には紙
の調査票を配布して調査を行います。
ご協力をお願いいたします。

問 総務課　☎53-1132

不用品活用銀行
■ゆずります
　  タンス、食器棚、ペット用トイレト
レー、赤ちゃん用寝椅子、赤ちゃん
用歩行器、子ども机、ベビーシート、
双子用乳母車、チャイルドシート
■ゆずってください
　  ビニールハウス用のパイプ、大人
用自転車、五段変速式自転車、剣
道用具（低学年サイズ）、ピアノ、
農作業用一輪車、カーテン（色濃
いめ）、学生服（小学生男子）
※電気製品は取扱不可
※登録期限は 6カ月
※  交渉の成立・不成立は必ず環境
課までご連絡ください。

問 環境課　☎53-8421

視覚障害者相談会、生活訓練教室
・福祉相談会
　目が見えない、見えにくいことで悩
んでいませんか？生活相談のほか、便
利な生活支援用具の利用体験もでき
ます。ご家族も一緒にどうぞ。
■日時　 9月15日㈫10：00 ～ 15：00
■場所　和倉公民館
■申込期限　 9月 8日㈫
※  送迎希望者は、申し込みの際に
ご相談ください。

問 福祉課　☎53-8464
・生活訓練
　パソコン操作や歩行訓練などを個
別に無料で受けられます。 1回 2時間
程度、場所は自宅など相談に応じます。
問 石川県視覚障害者協会　
　 ☎076-222-8781
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