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7/8（金）18:30、9（土）14:00、10（日）14:00

次の

所
票
投 ます！

友の会対象公演

劇団東京乾電池40周年記念公演

ただの自転車屋

わり
変
が

【作】北村 想 【演出】柄本 明 【出演】柄本 明／ベンガル／綾田 俊樹／ほか 劇団員
【料金】 一般 ／前売：5,500円 当日：6,000円 全 席
高校生以下／前売：3,500円 当日：4,000円 指 定

9/15（木）〜19（月・祝）13:30

友の会対象公演

映像で観る
劇世界
ビデオ上映&トークショー
【料金】 一般 ／前売：2,000円
高校生以下／前売：500円

今までの投票所

どん底

西湊保育園

肝っ玉おっ母と子供たち
【上演後トークショー】仲代 達矢×小宮 久美子

御祓公民館

リチャード三世
【上演後トークショー】仲代 達矢×大西 多摩恵

七尾産業福祉センター

9/18（日）13:30（開場13:00）
府中生産会館

シラノ・ド・ベルジュラック
【上演後トークショー】仲代 達矢×若村 麻由美

仲代圭吾・行代美都コンサート

【出演】仲代 圭吾/行代 美都（ピアノ）【特別出演】
仲代 達矢
【全席自由】 一般 ／前売：3,000円 当 日：3,500円
高校生以下／前売：1,000円 当 日：1,500円

西湊公民館

つつじが浜、
小島町、津向町の一部（小島町）、
なぎの浦、
小丸山台

御祓公民館【変更なし】

木町、白銀町、魚町、桜町、富岡町、松本町、
小島町の一部（桜川東）、亀山町、一本杉町、
阿良町、馬出町、北藤橋町

七尾市役所

御祓町

御祓公民館

生駒町、米町、
三島町、昭和町、寿町、常盤町

七尾市役所

府中町、作事町

山王小学校

本府中町の一部（1・3区）、上府中町、山王町、大和町

七尾市役所

本府中町の一部（巴町）

袖ケ江保育園

山王小学校

湊町1丁目、湊町2丁目、郡町、矢田新町

9/19（月・祝）13:30（開場13:00）

熊淵町集会所

南大呑公民館

熊淵町（滝尻除く）、水上町

いのちぼうにふろう物語

小栗町共同利用機械格納庫

【上演後トークショー】仲代 達矢×林 清人、長森 雅人

10/8（土）16:00、9（日）14:00

11/4（金）18:30、5（土）14:00、6（日）14:00

七尾市民劇団 劇団N

無名塾

石川県漁業協同組合 佐々波支所
北大呑公民館

友の会対象公演

あかくら保育園
高田集会所

赤い自転車

【作】
ラフカディオ・ハーン
「古典落語」他より
【脚本】原田 一樹／北村 雄大 【演出】原田 一樹
【出演】七尾市民劇団 劇団N
【料金】
一般
／1,000円 全 席
65歳以上・高校生以下／500円 自 由

区域

これからの投票所

9/16（金）13:30（開場13:00）

当日：2,500円 全 席
当日：1,000円 自 由

ざ・怪談

「区域」
は町会などの区域で区分していますので、住所の表記と異なる場合があります。

【上演後トークショー】仲代 達矢×益岡 徹

9/17（土）13:30（開場13:00）

9月14日
（水）18:30

…マイクロバスを運行する区域
（午前1便、午後1便運行を予定）

■変更となる投票所

9/15（木）13:30（開場13:00）
仲代達矢
文化勲章
受章記念

有権者数の減少、期日前投票者の増加、経費の削減の
ため、投票所を統廃合（17カ所減）
しました。
平成28年参議院議員通常選挙から変更します。
また、今回の統廃合により、投票所まで遠距離となる
地区は、選挙当日、マイクロバスを運行します。
投票の際は、郵送で届く
「投票所入場券」
（はがき）に記
載されている投票所情報をご確認ください。

【作・演出】岡山 矢
【出演】渡辺 梓／松崎 謙二／
鎌倉 太郎／川村 進／円地 晶子／吉田 道広 ほか 無名塾
【料金】 一般 ／前売：6,500円 当日：7,000円 全 席
高校生以下／前売：4,500円 当日：5,000円 指 定
平成29年

新垣会館

小栗町、清水平町、柑子町
大呑保育園

佐々波町、菅沢町、須能町、麻生町
庵町の一部（虫崎町）

北大呑公民館【変更なし】

外林町、庵町の一部（庵町、百海町）

田鶴浜保育園

三引町

サンビーム日和ヶ丘

高田町、杉森町
舟尾町、川尻町、垣吉町、新屋町、東山町

吉田会館

相馬公民館

吉田町

白浜集会所

金ヶ崎公民館

白浜町、深見町

中島別所集会所

河内多目的研修センター

中島町別所

釶打公民館

釶打農林漁家高齢者センター

中島町大平、中島町古江、中島町鳥越、
中島町西谷内

11/15（火）14:00

3/3（金）18:30、4（土）14:00、5（日）14:00

宝くじ文化公演

劇団東京ヴォードヴィルショー

浜田集会所

中島保育園

中島町浜田

ザ・デイサービス・ショウ

田茂神家の一族

河崎集会所

豊川公民館

中島町崎山、中島町奥吉田、中島町河崎

能登島別所集会所

能登島向田集会所

能登島別所町

【作・音楽】山口 健一郎
【演出・振付】本間 憲一
【プロデュース】中尾 ミエ
【出演】中尾 ミエ／尾藤 イサオ／光枝 明彦／
モト冬樹／正司 花江 ほか
全席
【料金】未定
※宝くじの助成により特別料金となります。 指 定

友の会対象公演

【作】三谷 幸喜
【演出】山田 和也 【音楽・演奏】園田 容子
【出演】佐藤Ｂ作／佐渡 稔／石井 愃一／市川 勇／たかはし 等／
あめくみちこ／石倉 三郎（客演）／角野 卓造（客演）ほか
【料金】 一般 ／前売：6,500円 当日：7,000円 全 席
高校生以下／前売：4,500円 当日：5,000円 指 定
※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 会員募集中

問 能登演劇堂 ☎66-2323

詳細は能登演劇堂ホームページで！
能登演劇堂
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能登島閨集会所
能登島久木・田尻地区集会所

能登島南町、能登島無関町、能登島閨町
能登島半浦多目的
共同利用施設

能登島須曽多目的共同利用施設

能登島久木町、能登島田尻町、能登島通町、
能登島百万石町
能登島須曽町

問 七尾市選挙管理委員会
（総務課内）☎53-1111

検 索

七尾ごころ 8

