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特別展 ガラスのうつわ
84-1271
手から生まれる暮らしのかたち

11/4
まで

9/17
まで

世界が絶賛した浮世絵師

北斎展～師とその弟子たち～
66-2323

作家の想いが込められたガラスの器は、見るだけでなく使
53-1500
うことで、私たちの暮らしに彩りを与え、豊かなものへと
導きます。本展では、暮らしに寄り添う器に見る作家たち
の表現を通して、ガラスの器の現在（いま）を探ります。

葛飾北斎の代表作の１つ「冨嶽三十六景」の赤冨士や「北斎
漫画」など、バラエティ豊かな作品を紹介。北斎に私淑した
フランス人画家や弟子の作品も加え、北斎芸術の全貌に迫り
ます。

■会
期 11月4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 8月21日(火）

■会
期 9月17日(月・祝)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
※ぬりえや撮影コーナーもお楽しみください。

66-2323

「双飾耳色モール花瓶」
舩木倭帆、制作年不詳、松尾地所株式会社蔵
撮影：佐藤拓央 画像提供：高草木博純

84-1175

バーナーワークデモンストレーション

北陸在住の作家たちによる公開制作。バーナーの炎でガラスを溶か
し、華麗な技を披露します！
■日

時

■場

所

8月11日(土・祝)、12日（日）
10:00 ～ 16:00 ※見学無料
別棟2階

84-1175

84-1271
「冨嶽三十六景 凱風快晴」葛飾北斎
※通称「赤冨士」

「百物語

84-1271
☎84-1271
8/18
10/7

夜の水族館

53-1500

53-1500

さらやしき」葛飾北斎

☎66-2323
66-2323
10/5
10/7

無名塾「かもめ」

光に照らされて輝くイルカたちのジャンプや、ライトアッ
昨年、仲代劇堂で行われ大好評だった稽古場公演「かもめ」
プされた幻想的な雰囲気の水槽など見どころ満載です。夕
66-2323 が能登演劇堂にやってきます！
涼みがてら夜の水族館を楽しんでみてはいかがでしょうか。
無名塾の若手俳優がチェーホフの作品に再び挑戦します。
■開催日
■時 間
■入場料

8月18日(土)、8月25日(土)、9月1日(土)、9月8日(土)、
9月16日(日)、9月23日(日・祝)、10月7日(日)
17:30 ～ 20:30（入館は20:00まで）
一般1,200円、中学生以下（3歳未満を除く）300円

☆イベント詳細はホームページ、電話でご確認ください☆

■日

時

10月5日(金) 18:30開演
10月6日(土) 14:00開演
10月7日(日) 14:00開演
■出 演 岡本舞 長森雅人 山本雅子 鎌倉太郎 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

「かもめ」仲代劇堂公演より
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みんなの本棚

ケーブルテレビに加入して
地域密着の自主放送

うちどく

23日はななお家読の日

「ニコニコちゃんねる」を

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。

加入のメリット

市立図書館
矢田郷地区コミュニティセンター図書室
田鶴浜地区コミュニティセンター図書室
中島地区コミュニティセンター図書室

・市内のイベントや学校行事などを放送する自主放送が
見られます。

・アンテナが不要です。

・データ放送でごみ収集や休日医療などの暮らしに役立

才能をグングン伸ばす子育て

つ情報をお届けします。

児玉 光雄 著

引込工事負担金

・インターネットのみ加入…………………………3万円
・テレビ・インターネット同時加入………………5万円
テレビ月額利用料

税込1,080円から(ＮＨＫ放送受信料は含みません)

Harumi

コースによってBS放送や多チャンネル放送、有料放送

栗原 はるみ 著

を視聴できます。

税込4,687円～5,767円(通信速度やテレビのコースで
料金が異なります)

☎53-8699

図書館からのお知らせ

【今月のニコニコちゃんねる】

〇家族よむよむフェスタ

8月6日(月) ～ 12日(日)
七尾市中学生私の主張発表大会
13日(月) ～ 19日(日)
夏季特別番組
20日(月) ～ 26日(日)
七尾港まつりちびっこカーニバル
27日(月) ～ 9月2日(日)
七尾港まつり総踊り

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。

日時:8月18日(土)10:00～15:00
＊秘密厳守＊
＊事前予約制＊

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）

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）
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日時：8月25日(土) 10：30 ～ 12：00
場所：フォーラム七尾４階ホール
内容：本の選書、お話し会、手作りプラネタリウム上映
図書館に置いてほしい本を投票して選ぼう。

〇第3回としょかんクラブ（小学生対象）

日時：8月25日(土) 13：00 ～ 14：30
場所：フォーラム七尾４階ホール
内容：パステルアートの世界を楽しもう
講師：津田 外志子（きままハウスパステルアート七尾教室）
※そのほか、本の選書やプラネタリウム体験もできます。

(平日9:00~14:00)

無 料 法 律 相 談 会

《NHK出版》

年代を問わず幅広い層から支持されるレシピを
提案し、海外向け料理番組にも出演している栗
原さん。見開きで日本語と英語が並び、レシピ
だけでなくエッセイも楽しめる構成になってお
り、初めて和食に触れる人や海外の人でも和食
に親しめるように工夫されている。

インターネット月額利用料

☎53－1130

《水王舎》

子どもの才能が目覚めるイチロー式「心の持ち
方」とは？臨床スポーツ心理学の観点からイチ
ローの心理・行動パターンを分析し、イチロー
自身の言葉と共に紹介する。将来の夢を持つ子
どもにも、子どもの夢を応援する親にもお薦め
の１冊。

・テレビのみ加入……………………………………3万円

番組のリクエストは

☎53-0583
☎53-3662
10月末まで休館
☎66-8000

新着情報

・地域の防災情報を放送します。

問ケーブルテレビななお(広報広聴課)

検索

七尾市立図書館

楽しみませんか

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

受講者募集

無料 です!

シルバー会員及び、 60歳以上の一般の方

介護補助
講習
10名
8/21(火)～8/29(水)
～7日間～
〆切 8/7(火)

介護施設
調理補助
10名 講習
9/19(水)～9/21(金)
～3日間～
〆切 9/5(水)

☞ 他、いろいろ講習あります♪

(公社) 七尾市シルバー人材センター☎52-4680
(公社) 石川県シルバー人材センター連合会
☎076-222-4680

