
イベント情報
お茶道具ならんだ　～池田コレクションより～

モノクローム　～単色の宇宙～

七尾市民劇団　劇団Ｎ　第20回定期公演
月夜の海に浮かべれば…クリスマスを水族館で楽しもう!!

平成25 ～ 28年度にかけて新たに収蔵したガラス造形作品を中心
に、当館収蔵の現代ガラスコレクションを展示し、ガラスの多様な
表現を分かりやすく紹介します。

冬はガラ美でほっこり！ガラス彫刻体験

■会　　期　12月16日(土) ～２月12日（月・祝）
■休　館　日　毎週月曜日（1月8日(月・祝)、2月12日（月・祝）を除く）、
　　　　　　12月29日(金) ～ 1月3日(水)、1月9日(火)
■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
　　　 　　　   ※祝日は70歳以上の人無料

「2017イタリア・ボローニャ
　　　　　国際絵本原画展」
12月10日(日)まで開催中！

ハッピークリスマスショー
■期　間　12月25日(月)まで
■場　所　イルカトレーニングセンター

サンタの格好をしたトレーナーとイルカ、アシカたちがショー
でクリスマスを盛り上げます。

企画展
「能登の海への
　　　来訪者たち」
■期　間　12月24日(日)まで
■場　所　本館

この時期能登半島沿岸には、温かい対馬海流に乗ってジンベエ
ザメをはじめ多くの生き物たちがやってきます。そして、深海
にすむ生き物たちも繁殖のため沿岸にも顔を見せるようになり
ます。そんな生き物たちをご紹介します。

☆イベント詳細は当館ホームページ、電話でご確認ください☆

■会　　期
　4月15日(日)まで
■開館時間
　9：00 ～ 16：30
　（入館は16：00まで）
■観　覧　料
　一般800円、中学生以下無料
■休　館　日
　12月19日(火)、
　12月29日(金) ～ 1月1日(月・祝)
　年始は2日(火)から開館します。

■日　　時　2月までの毎週土・日曜日
　　　　　　土曜日13:30～15:30・日曜日10:00～12:00

※1月2日(火)・3日(水)は、10:00～12：00・13:30～15:30
■所要時間　約30分
■参　加　費　500円(高校生以上は別途観覧料必要)
■対　　　象　どなたでも参加できます。
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当館所蔵品から「茶道具」「モノク
ロ」をキーワードに、２テーマで
作品を展示します。「お茶道具なら
んだ」では池田コレクションから
さまざまな茶道美術品を紹介。「モ
ノクローム」では絵画や書、写真
などからモノクロの作品を幅広く
紹介します。

風に向かって／小林貢／2002年
撮影：岡村喜知郎

新収蔵品展～ガラスのカタチ～

今回で第20回公演とな
る記念の公演は、大正
時代に創刊した児童雑
誌「赤い鳥」とその時
代を描きます。出演者
の気合いも十分です。
ぜひご覧ください。

■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
■日　　時　12月16日(土)　16:00開演
　　　　　　12月17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
　　　　　　（全席自由席、当日券も同じ料金です。）

過去の公演より

「筏流図」　近藤浩一路　当館蔵
（池田コレクション）

「萩手鉢」　当館蔵（池田コレクション）
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みんなの本棚
23日はななお家読の日
みんなの本棚
23日はななお家読の日

う ち   ど く

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、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　休館
田鶴浜図書館　☎ 68-6785 中島図書館　　☎ 66-8000

新 着 情 報

図書館からのお知らせ

七尾市立図書館 検索

　　ケーブルテレビななお
　　11チャンネル番組ガイド 

番組のリクエストは　☎53－1130　(平日8：30~14：00)
  加入や契約の相談は　☎53－8699

時間帯 月 火 水 木 金 土 日

5
00 文字放送
30 七尾の祭り
57 ななおいきいき体操

6 00 ニコニコちゃんねる
7 57 ななおいきいき体操
8 00

ニコニコちゃんねる
9

10
00 ニュースプレイバック
30 ＣＳ放送　今月のラインナップ
57 ななおいきいき体操

11 00
ニコニコちゃんねる

12
13 00 全国のケーブルテレビ番組を放送

14 00 ニュースプレイバック
30 ＣＳ放送　今月のラインナップ

15 00
リクエストコーナー（日替わり）

16

17 00 ニコニコちゃんねるセレクション（過去の番組を放送します）
57 ななおいきいき体操

18 00
ニコニコちゃんねる

19

20 00 全国のケーブルテレビ番組を放送
57 ななおいきいき体操

21 00
ニコニコちゃんねる

22

23 00 ニュースプレイバック
30 ＣＳ放送　今月のラインナップ

たいへんな生きもの
　 　
マット・サイモン 著 松井 信彦 訳

《インターシフト》

蘇
よみが

える鬼平犯科帳
　 　
池波 正太郎 ほか７人 著  《文藝春秋》

生きることは問題だらけだ！餌にされては生きていけ
ず、餌がなくても生きていけない。生き物たちの〈問題〉
を取り上げ、その〈解決策〉をリアルなイラストで紹
介する。サイエンスライターならではの深いうんちく
が満載で、進化の不思議がぐんぐん分かる。

実在した火付盗賊改長官・長谷川平蔵を主人公にした
「鬼平」誕生から50年。逢坂剛、諸田玲子、土橋章宏、
上田秀人、門井慶喜、風野真知雄、梶よう子が、新たに「鬼
平」に命を吹き込んだ短編集。池波正太郎が自ら選ん
だ傑作短編も特別収録。

○本府中図書館リニューアルオープン
新しい本を取りそろえて1月4日(木)10：00からオープンします。

○クリスマスの行事
中央図書館　　12月  9日(土)  10：30 ～おはなし会
田鶴浜図書館　12月10日(日)  14：00 ～本の中のお菓子づくり
中島図書館　　12月10日(日)  14：00 ～おはなし会

○田鶴浜図書館の蔵書を整理するため休館します
期間：1月4日(木) ～ 3月31日(土)

　ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

◆電気（低圧）取扱特別教育 ”　　　　　　　　1月25日

◆ガス溶接技能講習 　2月予定

◆アーク溶接特別教育　 　2月予定

◆グラインダー特別教育 　3月予定

　　　手間取る手続きを事務委託しませんか？

　　　　　　費用は年間4,320円～　です！

　　　　　　　　
　　　　　申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

★資格取得講習会(七尾会場)案内！

★労災・雇用保険の手続きは事業者の義務です！

　　 ( 働く事業主ご本人様は、特別加入手続きで労災加入しましょう！)

　　　羽咋地区2/21、七尾2/22・2/23で実施します。

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

★労働健診　(労働者１人2,211円～)　予定です！

 12  87-5581

〒926-  175 

石川県七尾市和倉町タ部29番地２
虹と海サイドビル２Ｆ

 給： 00円

ケービックス中日本株式会社

内容：旅館の客室清掃

場所：和倉温泉内旅館

弁護士法人出口法律事務所七尾事務所
弁護士 宮崎 昇一郎

（金沢弁護士会 所属）

日時:12月16(土)10:00～15:00
＊ 秘 密 厳 守 ＊

＊事前予約制＊

交通事故、相続、離婚、債務、登記、税務等

お困りごとをお気軽にご相談ください。

無 料 法 律 相 談 会

TEL:0767-52-0008 
予約受付時間

平日 9:30 ～17:00 

七尾市亀山町 3-1 
七尾郵便局横七尾駅より徒歩５分

（駐車スペース有）
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【今月のニコニコちゃんねる】
12月４日(月)
　～10日(日)
七尾市中学校
合同音楽会
12月11日(月)
　～17日(日)
ふるさと伝統芸能子ども発表会
※平成29年第4回七尾市議会定例会を生中継します。
　12月11日(月)、12日(火)　一般質問


