
※  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］

　一見ではガラスに見えない作品、ガラスで表現したとは思えない作品を展
示します。さまざまな加工法によって自在に姿を変えるガラス素材の魅力や、
作家たちの斬新な発想から生み出された造形の見どころをご紹介します。 
■会　　期 7月16日（土）～ 9月4日（日）
■休 館 日 7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
※7月18日（海の日）は70歳以上、観覧料100円引き。

ガラ美・感謝祭2016
■開 催 日 7月30日（土）、31日（日）
①島のクラフトギャラリー in ガラ美
　能登島で創作活動を行う作家の作品を展示します。
　◆場所　美術館別棟　※入場無料
②七尾市民入館無料デー
　7月31日（日）のみ実施。入館時にお名前の記入をお願いします。

半席

目でみる
ことばのずかん

青山文平著
新潮社

文　おかべたかし
写真　やまでたかし
東京書籍

○第3回図書館講座「認知症を知ろう！」
　日時　7月14日（木）16：00～ 17：30
　場所　七尾サンライフプラザ第２研修室
　対象　どなたでも（先着20人）
　問い合わせ　本府中図書館

○夏休みスタンプラリー
　期間　7月16日（土）～ 8月31日（水）
　場所　各図書館
　対象　中学生以下
　問い合わせ　中央図書館

○第2回としょかんクラブ
　「民話の里めぐり～能登島編～」
　日時　7月30日（土）9：30～
　場所　能登島地内
　対象　市内小学生
　問い合わせ　中央図書館

新刊情報

～ガラスが○○に変身！？～ガラスに見えないガラス展

　当館所蔵品の中核「池田コレクション」より各種作品を紹介。
　粒ぞろいの逸品たちをご鑑賞ください。

■会 期 7月2日（土）～ 31日（日）
■休 館 日 毎週月曜日および7月19日（火）
 （7月18日（月・祝）は開館）
■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
※7月18日（海の日）は70歳以上
　観覧料無料。

「池田コレクション」百花繚乱！

〇イルカとのふれあいビーチ
■期 間 7月15日（金）～ 8月31日（水）　
■時 間 平日（月～金） ①11：00 ②13：30 ③15：30
 土日祝、旧盆期 ①9：30 ②11：00 ③13：30 ④15：30
■料 金 一般（高校生以上） 2,050円
 小・中学生 1,020円
■定 員 20人程度、先着順（予約可）

〇夜の水族館
■開 催 日　7月16日（土）、7月23日（土）
■開館時間　18：00～ 21：00
■入 場 料 一般（高校生以上） 1,200円
 中学生以下（3歳未満除く） 300円

☆イベント詳細、アクセスなどはホームページをご確認ください☆

　仲代圭吾さんと行代美都さんの歌や仲代達矢さんの歌、ピアノ、チェロ、太
鼓の演奏もあり、曲の合間には楽しいトークもあります。ぜひぜひご覧くだ
さい！！
（曲目　かがり火太鼓、ミスターボージャングル、愛の讃歌、枯葉　ほか）
■日 時 9月14日（水）18：30開演
■前売料金 一般　3,000円　高校生以下　1,000円（全席自由）
 ※当日券は500円増し
 ※未就学児入場不可
■出 演 仲代圭吾　行代美都（ピアノ）
 伊藤耕司（チェロ）
■特別出演 仲代達矢
■友情出演 塩津かがり火太鼓保存会

◇お申し込みは能登演劇堂まで

夏イベント満載！！ 映像で観る無名塾劇世界　前夜祭

仲代圭吾・行代美都コンサート

「月夜の森から」
水上竜太
2002年

「近代日本画家色紙画帖」
（部分）　上村松園

当館蔵（池田コレクション）

情報通！

速報

NANAO

平成28年 5 月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,186世帯（　△ 5）
人　口 54,920人（    △65）
　男　 25,945人（    △38）
　女　 28,975人（    △27）
年齢別人口
0 ～20歳 8,891人
21～64歳 27,079人
65歳～ 18,950人
転入 71人 転出 103人
出生 18人 死亡 52人
婚姻 12件 その他 1 人

市の人口

固定資産税（ 2期）
国民健康保険税（ 1期）
納期限： 8月 1日㈪

納税のお知らせ

■ 7月21日㈭
　 9：45～ 12：00
　ワークパル七尾（小島町）
　13：30～ 16：00
　北陸電力㈱七尾支社（三島町）
■ 7月22日㈮
　10：00～ 15：30
　能登食祭市場（府中町）
   ※400ｍｌのみ

市のシンボル

菜の花

カモメ

松

ハチメ

市営住宅入居者および
補欠者募集
■募集住宅
・万行住宅　20,800円～ 40,800円
・要貝住宅　24,600円～ 48,200円
※変更がある可能性があります。
※応募者多数の場合は抽選です。
■家賃など
・  家賃は所得に応じて決定しま
す。

・別途駐車料金がかかります。
・  入居時に家賃 3カ月分の敷金が
必要です。
■募集期限　 7 月19日㈫　17：15
詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429

第1回七尾学講座の
参加者募集
　地元企業の工場を見学します。
多数のご参加お待ちしています。
■日時　 7 月25日㈪
　　　　 9：30 ～（ 1時間程度）
■場所　株式会社スギヨ北陸工場
■定員　15人（先着順）
■申込期限　 7 月20日㈬
■集合時間　七尾市役所　 9 ：00
■費用　無料
■注意事項
①小学生以下は内履き持参。
②  髪が長い人はヘアゴムなどを
持参。
③  当日体調不良の人は参加でき
ません。

問 文化課　☎53-8437

第29回JAPAN TENT
世界留学生交流・いしかわ2016
ホストファミリー募集
　日本で学ぶ世界各国の留学生が
県内に集まり滞在するジャパンテ
ントが開催され、七尾市でも留学
生の受け入れを予定しています。
　気を張らず普段の生活に留学生
を家族の一員として迎えてくれる
ホストファミリーを募集していま
す。皆さんのご連絡をお待ちして
います。
■募集期限　 7 月13日㈬
■受入期間　 8 月18日㈭～ 21日㈰
問 地域づくり支援課　☎53-8633

第2回狩猟免許試験
■免許の種類　
　狩猟免許、わな猟免許
　第 1種・第 2種銃猟免許
■日時　 7 月29日㈮
　　　　10：00 ～ 17：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■必要書類　
　①狩猟免許申請書
　②免許申請手数料（石川県証紙）
　③写真（縦 3 . 0 ㎝、横 2 . 4 ㎝）
　④医師の診断書
　⑤返信用封筒 1通
　　（受験票送付用）
■申込期限　 7 月15日㈮
申・問   中能登農林総合事務所

管理部企画調整室
☎52-2583

石川県赤十字血液センター 検索

愛の献血
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