
※  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

　世界農業遺産に登録された能登半島の自然豊かな島
に建つ美術館で、自然の造形美を表現したアール・ヌー
ヴォーのガラス作品をご紹介します。

■会　　期　４月25日（土）～７月５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

スペシャルワークショップ
アール・ヌーヴォー風のフォトフレーム作り
　さまざまな自然の動植物が描かれたアール・ヌーヴォー
のガラスを真似て、ガラスのフォトフレームをデコレー
ションします。所要時間は約１時間です。

■日　　時　5月3日（日・祝）、4日（月・祝）
　　　　　　①10：00～　②11：00～　③13：30～　④14：30～
■参 加 費　500円
■定 　 員　各12人 ※4月20日（月）から24日（金）の5日間、展示替えのため休館します。

　長谷川等伯屈指の名作・国宝「楓図」を中心に、重要文化財５点を含むあ
わせて27点の作品を紹介します。
　桃山時代の巨匠・等伯がおりなす絵画世界をご堪能ください。

■会　　期　４月18日（土）～５月10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

　桜のつぼみも膨らみ始め、いよいよ春の訪れを感じられるようになって
きましたね。
　現在、先月開業した北陸新幹線にちなんだ特別展を開催中です。
　ご来館をお待ちしております。

　2015年のラ・フォル・ジュルネは、中世から現代までのさまざまな音楽の中に
≪PASSIONパシオン≫を感じ、思いを寄せ、心を震わせる旅です。この旅を通
じて、あなただけの答えを見つけてください。さぁ、旅にでかけましょう。

■日　時　4月30日（木）
　　　　　13：30開演
■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）

※当日は小中学生の団体観賞が
　入っております。
　あらかじめ、ご了承ください。

●お申し込みは能登演劇堂まで

アール・ヌーヴォーのガラス   ～ガレ、ドームが愛した自然～ 開館20周年・北陸新幹線金沢開業・能越自動車道七尾氷見道路開通記念特別展

長谷川等伯展  ～日本障壁画の最高傑作「楓図」公開～

ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭2015 in 七尾
『パシオン・バロック～バッハ、ヘンデル、ヴィヴァルディ～』

特別企画展　北陸新幹線金沢開業記念特別展　
「かがやきの魚たち」好評開催中！！

『プロが教える実践ノウハウ
　 集合研修と
OJTのつくり方』

『はるのおとが
　　きこえるよ』

川嶋 直　川北 秀人 編著　
全国林業改良普及協会

マリオン・デーン・バウアー 文
ジョン・シェリー 絵　
片山 令子 訳　
ブロンズ新社

○図書館友の会の会員を募集しています。
　友の会とは？　  図書館が好きな人の集まりで講演会や
　  史跡探訪、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）

○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、
　　　　　 おはなし会など

○子ども読書の日記念講演会（申込不要）
　「演題　今を生きる子どもたちに絵本を」
　講師　NPO法人子育て支援はぐはぐ そのままでいいよ
　　　　理事長　水島　栄美子 氏
　日時：4月25日（土）14：00～16:00
　場所：ミナ．クル３階　多目的会議室
　内容：  悩みやストレスを抱える子どもたちが増える中、子ど

もたちの心を温め、軽くすることができる絵本の役割
についての内容です。

　※詳細は、七尾市立図書館ホームページをご覧ください。

《記念講演会》 聴講無料
■日時　４月29日（水・祝）　
　　　　　14：00～
■講師　脇坂 淳 氏
　　　　（京都教育大学名誉教授）
■演題　「等伯の障屏画について」

新刊情報

「ひとよ茸文花瓶」
エミール・ガレ
1898-1900年頃

個人蔵

国宝「楓図壁貼付」（部分）　
長谷川等伯　京都市・智積院蔵

イルカたちも元気いっぱい！

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）

公益財団法人 演劇のまち振興事業団　☎66-2323  ファクス66-2326
〒929-2222 石川県七尾市中島町中島上部9番地  engekido@nanaonet.jp

能登演劇堂20周年記念公演

「若村麻由美の劇世界」in能登
日 時 5月22日(金)・23日(土)

15時開演
会 場 能登演劇堂

『おはなし』

『小宰相身投』～原典・平家物語より～
演出/笠井賢一

『書く女』～建礼門院右京大夫より～
作／今井豊茂  作曲／藤舎貴生  書・美術／千登勢  振付／尾上菊紫郎

『幸魂奇魂』～古事記より～
第54回日本レコード大賞企画賞受賞作品  作詞／松本隆、作曲／藤舎貴生
作調／藤舎呂悦  振付／尾上菊紫郎
※スペシャル能登バージョン一般参加による「歌い隊」とともに…
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「若村麻由美と歌い隊」 一般参加公募
フィナーレを飾る合唱曲「幸魂奇魂」（第54回レコード大賞企画賞受賞曲）を舞台で一
緒に歌うメンバーを公募します。若村麻由美と日本を代表する演奏家たちと一緒に舞
台に立ちませんか？　　　　　　　　　　　 詳細は能登演劇堂まで　☎66-2323

能登演劇堂
舞台奥の大扉を
開けた特別演出

■観劇バス運行中／観劇日の5日前までに要予約・有料
■金沢駅西口発着／往復3,500円  片道2,000円
■七尾駅・和倉温泉駅発着／往復1,200円  片道800円
■お申し込みは能登演劇堂へ／☎66-2323

入場料・
全席指定

チケット
先行予約

プレイガイド

3月13日（金）より予約開始  チケット
発売 4月10日（金）より発売開始

■能登演劇堂／☎66-2323
■パトリアサービスカウンター／☎54-0777
■石川県立音楽堂チケットボックス／☎076-232-8632
■香林坊大和プレイガイド／☎076-220-1332

■アスク／☎0767-42-1910
■のと鉄道旅行センター／☎0768-52-0900
■チケットぴあ／☎0570-02-9999  Pコード442-860
■FOB TICKET／http://www.fobkikaku.co.jp/

○5,000円 ○4,000円
○3,000円 ○2,000円
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横田 横田IC
能登演劇堂
七尾市中島文化センター
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中島支所前●熊木川

能登演劇堂 検索

●金沢より「のと里山海道」（約1時間）
　徳田大津インター下車（約15分）
　または横田インター下車（約5分）
●金沢駅より「JR七尾線－のと鉄道」能登中島駅まで（約2時間）
　能登中島駅より（徒歩20分）または（タクシーで3分）
　※中島タクシー（0767）66-0114

(能登演劇堂でのみ受付  ☎66-2323)

前
売
り高校生
以　下

一　般 B席

B席

○5,500円 ○4,500円
○3,500円 ○2,500円
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藤舎貴生
高畠一郎
田代誠

笛

太鼓

藤舎貴生プロデュース

箏

今藤政子 今藤美知央
今藤政之祐 今藤龍之右  

若村麻由美

杵屋栄八郎 今藤政十郎
柏要二郎 山本朗生（津軽三味線）

唄

三味線

藤舎呂悦
藤舎呂凰
堅田喜三郎
梅屋喜三郎

囃子

こ　ざい しょう み   なげ
語り芝居

か　　 おんな
語り舞踊

さきみたま くしみたま
邦楽オラトリオ

26七尾ごころ27 七尾ごころ  2015.4


