
※  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 ［休館］

　15世紀に誕生したガラス素地「クリスタッロ」の輝きを生かして作られ
た、繊細優美な造形を持つヴェネチアン・グラス。その後、ヨーロッパ各国で
作られたヴェネチア様式のガラス器や、日本へ渡ったヨーロッパ製ガラス器
と和ガラスを展示し、ヴェネチアン・グラスが各国のガラス製造に与えた影
響を紹介します。

■会 期　11月20日（日）まで
■休 館 日　10月18日（火）、11月15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
　　　　　  10月10日（月・祝）は70歳以上
                  観覧料100円引き

罪の声

駅鈴（はゆまのすず）

塩田武士著
講談社

久保田香里著
くもん出版

○毎年人気の「雑誌のバザー」を開催
　保存期間が過ぎた雑誌を格安で提供します。
　お気に入りの雑誌をこの機会にどうぞ。
【開催日】
田鶴浜図書館 10月16日（日）～ 10月29日（土）
中央図書館 10月27日（木）～ 11月 9日（水）
本府中図書館 10月27日（木）～ 11月 9日（水）
代金　１冊10円　※１日に１人５冊まで
問い合わせ　各図書館

○「いざ、読書」
　10月27日（木）～ 11月9日（水）は読書週間です。
　大切な本を見つけませんか？

○本府中図書館休館のお知らせ
　七尾サンライフプラザの改修工事に伴い資料整
理を行いますので休館します。
　期間　平成29年1月4日（水）～平成30年3月31日（土）

新刊情報

ヴェネチアン・グラス～美しきガラスへの憧憬～

　現在も能登地方の各所に伝来する貴重
な作品や史料。本展では当館の所蔵品や
寄託品などから、絵画を中心に能登ゆか
りの品々 17点を紹介。長谷川等伯関連の
作品も展示します。

■会 期　10月23日（日）まで
■休 館 日　10月11日（火）、17日（月）
■開館時間　9：00～ 17：00
　　　　　　（入館は16：30まで）
■同時開催　色絵磁器の華　九谷焼
 　～池田コレクションより～
■観 覧 料　一般350円　大高生280円　中学生以下無料
 　10月10日（月・祝）は70歳以上観覧料無料

能登地区の文化財
～うけつがれてきた珠玉の名品～

〇ハロウィン企画
ペンギンのハロウィン散歩
■期 間　10月29日（土）～ 31日（月）
■時 間　①10：30　②13：30
特別展示「ハッピーハロウィン」
　11月6日（日）まで
　ハロウィンにちなんだ生きものを展示します。
〇親子釣り教室
■開 催 日　10月16日（日）※今年度最終回です。
■時 間　13：30～ 16：00
■対 象　小学生とその保護者
　　　　　　定員20人（先着順）
　　　　　　※事前に電話でお申し込みください
■参 加 費　大人1,300円　小人900円
　　　　　　（入場料、貸し竿代、餌代含む）
☆イベント詳細などはホームページでご確認ください☆

水族館でハッピーハロウィン！！

　平凡な日常。ひとりの主婦のモノローグから、この物語は始まる。
　４年ぶりに渡辺梓が能登演劇堂に登場します！舞台奥の大扉が開く演出
もお楽しみに！ぜひご覧ください。

■日 時
　11月4日（金）18：30開演
　11月5日（土）14：00開演
　11月6日（日）14：00開演

■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

■前売料金
　一般6,500円　高校生以下4,500円（全席指定）
　※当日券は500円増し　　※未就学児入場不可

無名塾公演 「赤い自転車」

「船形水差」ヴェネチア、
16-17世紀、サントリー美術館蔵

石川県指定有形文化財
「印鑰明神垂迹図」
七尾市・印鑰神社蔵
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　美術展覧会
　申込期限
問文化課
☎53-8437

●  七尾生活学校の
米粉料理教室

問七尾生活学校（坂井）
☎57-2034

●  のとじま手まつり
　2016（・16日）
問のとじま手まつり実行委員会
☎080-5857-9194

●  メンタルヘルス
　講演会
問健康推進課
☎53-3623
●  親子釣り教室
問のとじま水族館
☎84-1271

●  認知症について
語る場

問保険課
☎53-8457

●  市営住宅入居者
および補欠者
　申込期限
問都市建築課
☎53-8429

●  観光ガイド養成講座
　（山の寺）
問   七尾市観光ボランティア
ガイドはろうななお
☎53-8815

●  能登地区の文化財
　（最終日）
問七尾美術館
☎53-1500
●  七尾市長選挙
　投票日
問七尾市選挙管理委員会
☎53-1111

●  第1回アジア生物文化
多様性国際会議
　（29日まで）
問里山里海振興課
☎53-8005

●  いきいきと迎えよう
100歳体操

問保険課
☎53-8457

●  介護教室
問保険課
☎53-8457
●  観光ガイド養成
講座（七尾城跡）

問   七尾市観光ボランティア
ガイドはろうななお
☎53-8815

●  ペンギンの
　ハロウィン散歩
　（29日から）
問のとじま水族館
☎84-1271

●  丸亀市の観光と
物産展

問観光交流課
☎53-8436

●  丸亀市の観光と
物産展

問観光交流課
☎53-8436

●  全国一斉緊急
　地震速報訓練
問防災交通課
☎53-6880
●  無名塾公演
　「赤い自転車」
　（6日まで）
問能登演劇堂
☎66-2323

●  等伯　光・
　プロムナード
　（2月26日まで）
問文化課
☎53-8437
●  第4回七尾学講座
問文化課
☎53-8437
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