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能登立国1300年
長谷川等伯展 ～等伯の挑戦と継承せし者たち～

加藤健一事務所
「煙が目にしみる」

いよいよ
「のと海遊回廊」オープン !!

スペシャルワークショップ
「身近な草花で作るハーバリウム」

■会　　期　5月27日(日)まで
　　　　　　※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

★等伯子どもなんでもクイズ(参加無料)
　会期中、小中学生対象のクイズを開催。全問正解の人に抽選で
　グッズをプレゼント。

プロジェクションマッピングやさまざまな角度から生き物
が観察できるドーム型の「のと海遊回廊」が、いよいよオー
プン。まるで海の中を散歩しているような気分を楽しめま
す。

のとじま感謝祭開催
5月3日(木・祝) ～ 5日(土・祝)の期間中、ペンギンたちが
皆さんをお出迎えします。
また、5月5日(土・祝)は中学生以下入場無料です。

企画展「鯛展～さまざまなタイたち～」開催中
言わずと知れた魚の王様「タイ」の仲間を展示しています
ので、ご覧ください。
☆詳細はホームページでご確認ください☆

■会　　期　7月22日(日)まで
■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
■休　館　日　5月15日(火）

■日　　時　5月4日(金・祝)、6日(日)　各日14:00から
■参　加　費　1,000円
■場　　所　別棟(旧ショップ・カフェ棟)2階
■定　　員　各日20人
　　　　　　(要電話予約、先着順)
■対　　象　小学校高学年以上
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7/7
・
7/8
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まで

4/27

等伯若年時の色鮮やかな仏画や花鳥画、巧みな技による晩年
の水墨画に、息子や弟子の作品など計27点を展示していま
す。七尾初公開作品もありますので、ご覧ください！

植物の魅力的な姿や生命力は、古来より芸術家の創造力を
かき立ててきました。自然の造形への驚き、はかなく美し
いものへの憧れ、記憶や感情などを内包するガラスの植物
たちの姿をお楽しみください。

企画展　ガラスの植物園

舞台は斎場の待合室。最愛の父を亡くした家族の様子がその
まま舞台になった異色の作品。大勢の人が集まって見えて
くる人間模様、そしてこんな日に限って起こるドタバタに、
加藤健一演じるおばあちゃんが大奮闘！波瀾、感動、涙あり、
そして思わず笑っちゃう最期のお別れの日のドラマです。

■日　　時　7月7日(土)　14:00開演、18:30開演
　　　　　　7月8日(日)　14:00開演
■出　　演　加藤健一　新井康弘　雨宮良　山本郁子ほか
■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

加藤健一 新井康弘 雨宮良 山本郁子

京都市指定有形文化財
「豊干・寒山拾得・草山水図座屏」( 部分 )

長谷川等伯筆　京都市・妙心寺蔵
（画像の豊干禅師は 5/13 まで展示）

「大黒布袋角力図絵馬」
長谷川宗也（新之丞）筆
京都市・八坂神社蔵

「微小世界の拡大標本」勝川夏樹
2016 年、作家蔵
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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（事前に登録が必要）ができます。ぜひご利用ください。

　市立図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　☎53-0583
　矢田郷地区コミュニティセンター図書室　　　　☎53-3662
　田鶴浜地区コミュニティセンター図書室　　　　10月末まで休館
　中島地区コミュニティセンター図書室　　　　　☎66-8000

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:5月12日(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）

新 着 情 報

図書館からのお知らせ

くらべる世界
　 　
おかべ たかし 文、山出 高士 写真  《東京書籍》

スイート・ホーム
　 　
原田 マハ 著  《ポプラ社》

フランスのじゃんけんには第4の手「井戸」
がある？ネクタイのストライプ柄の向き
にはイギリス式とアメリカ式がある？朝
ご飯やカレンダーなど33項目を取り上げ

「日本とアメリカ」「イギリスとフランス」
といった２カ国間での違いを写真で比べ
て解説する。そのほか会話のちょっとし
たネタになりそうな豆知識が満載の「世
界コラム」や、作者たちによる「やって
みたコラム」も楽しめる。

もしも窓がなければ、窓辺のように花を置けばいい。光
が入らなければ、明るい絵を掛ければいい。家は、そこ
に住む人が明るく、温かくするものなのだから。美しい
高台の街にある小さな洋菓子店「スイート・ホーム」は
愛に満ちている。日常の中に潜む幸せを探してみたくな
る、心温まる短編集。阪急不動産のホームページ『阪急
宝塚山手台』掲載を加筆修正。

〇開館時間の変更
市立図書館 10:00～18:00(年末年始除く)
矢田郷地区コミュニティセンター図書室　 9 :00～17:00(月、祝除く)
中島地区コミュニティセンター図書室　　 9 :00～17:00(日、祝除く)

〇図書館友の会総会・講演会
日時：5月12日(土)13：00 ～（講演会14：00 ～）
場所：パトリア3階会議室3・4
講師：土肥 富士夫(能登国分寺展示館館長)
演題：能登立国1300年について

七尾市立図書館 検索

広報ななお「七尾ごころ」
広告募集

■発行部数　毎月22,500部
■サ　イ　ズ　縦55㎜×横55㎜
■掲載料金　黒　　 10,000円
　　　　　　カラー 20,000円
※申込書は市ホームページからダウンロードできます。

問　広報広聴課　☎53-1130

時間帯 月 火 水 木 金 土 日

5
00 市からのお知らせ
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 いきいき 100 歳体操
30 ニュースプレイバック
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 いきいき 100 歳体操
30 ニュースプレイバック

15 00
リクエストコーナー（日替わり）

16

17
00 いきいき 100 歳体操
30 ニュースプレイバック
57 ななおいきいき体操

18 00
ニコニコちゃんねる

19

20 00 ニコニコちゃんねるセレクション（過去の番組を放送）
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 市からのお知らせ

みんなの本棚
23日はななお家

うち
読
どく

の日

番組のリクエストは　☎53－1130　(平日9:00~14:00)
  加入や契約の相談は　☎53－8699

ケーブルテレビななお
11チャンネル番組ガイド 

23 七尾ごころ 2018.5

【今月のニコニコちゃんねる】
5月7日(月) ～ 13日(日)
七尾市体育協会スポーツ医科学研究会特別講演
14日(月) ～ 20日(日)
なかじまプロジェクト市民公開講座
21日(月) ～ 27日(日)
匠の街コンサート
28日(月) ～ 6月3日(日)
花嫁のれん展・花嫁道中


