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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

暮らしに寄り添ううつわに見る作家たちの表現を通して、
53-1500
ガラスのうつわの現在（いま）を探ります。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料

11月4日(日)まで
9：00 ～ 17：00
(入館は16：30まで)
一般800円、
中学生以下無料
9月18日(火）

■休 館 日

66-2323

小谷眞三
右／「手付長角瓶」制作年不明、作家蔵
左／「白泡ゴブレット」制作年不明、作家蔵
前／「ワイングラス」制作年不明、作家蔵

やさしいコーヒーの淹れ方講座

世界が絶賛した浮世絵師

9/17
まで

北斎展～師とその弟子たち～
66-2323

葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」の浪冨士はダイナミック。
「北斎漫画」はユーモアいっぱい！風景画や美人画、役者絵、
怪絵とバラエティ豊か。弟子や北斎に影響を受けたフランス
人画家の「エッフェル塔三十六景」など、約200点を展示
しています。世界に誇る北斎芸術をぜひお見逃しなく！
■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あります。
※ティールームでは本展限定メニューな
どを注文した人に、オリジナルコース
ターを１枚プレゼント♪

84-1175

のとじま手まつり実行委員会との連携イベント。地元の作家が制作
した器を使いながらやさしいコーヒーの淹れ方を学びます。
■日
■場
■講

時
所
師

9月16日(日)、23日(日・祝)10：00 ～、14：00 ～
別棟2階
純喫茶中央茶廊マスター
窪丈雄（アドバンスド・コーヒーマイスター）
500円
■所要時間 約60分
各回8人
■申込方法 電話で受付

84-1175

■参 加 費
■定
員

84-1271
「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」葛飾北斎
※通称「浪冨士」

53-1500

『北斎漫画・十編』葛飾北斎

84-1271
☎84-1271
9/15
9/24

水族館の秋

53-1500

風が少しずつ涼しさを運んできてくれる季節になりまし
た。行楽の季節に水族館を満喫しませんか。

のとじま水族館秋祭り

66-2323

■期 間 9月15日(土) ～ 24日(月・振休)
※9月17日（月・祝）は65歳以上入場無料
その他敬老の日イベントもあります。

夜の水族館
■開催日
■時 間
■入場料

9月8日(土)、9月16日(日)、9月23日(日・祝)
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

☎66-2323
66-2323

無名塾 交流会

10/6

無名塾の舞台『かもめ』の10月6日(土)の公演終了後に、
無名塾との交流会を行います。舞台『かもめ』の出演者と
直接お話しできる絶好の機会です。参加希望の人は能登演
劇堂へ電話でお申し込みください。
■日

時

■参加人数
■参 加 費

10月6日(土）
17：00 ～
先着100人
3,000円

映画『あぁ栄冠は君に輝く』の上映会

☆イベント詳細はホームページ、電話でご確認ください☆

■日
■場

時
所

■出

演

前回交流会より

10月5日(金)14：00
中島地区コミュニティ
センター多目的ホール
松崎謙二、渡辺梓、
七尾市民ほか
1,000円

■料 金
■主 催
(公財)演劇のまち振興事業団
演劇のまち活性化交流事業実行委員会

松崎謙二

渡辺梓
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みんなの本棚

地域密着の自主放送

「ニコニコちゃんねる」

うちどく

23日はななお家読の日

を楽しみませんか

ニコニコちゃんねるって？

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。

ニコニコちゃんねるは、市からのお知らせや地域の出来

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

事、学校の行事などを週替わりで放送しています。

毎週月曜日に更新し、月曜日から日曜日まで同じ内容です。
放送時間は？

放送しています。

人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方

放送内容は？

五木 寛之 著

・3分程度のニュースを数本
知らせしています）

・市からのお知らせや暮らしの情報を数本

番組のリクエストができます！

認知症予防におすすめ図書館利用術

見逃してしまった、またはもう一度見たい番組をリ

結城 俊也 著

クエストすることで、過去の番組を視聴できます。
番組リクエストは

☎53-1130（平日9：00～14：00）

加入申し込みは

☎53-8699（平日8：30～17：00）

図書館からのお知らせ

【今月のニコニコちゃんねる】

〇市立図書館絵本コーナーの移転に伴う休止

絵本コーナーを充実させるため（旧）親子ふれあいランド跡に移転します。
移転中は、絵本と紙芝居の貸し出し、定例お話し会を休止します。ご迷惑を
お掛けしますがご理解をお願いします。
【絵本コーナー休止期間】
期 間：９月29日(土)まで
プレオープン：９月30日(日)10：00

9月3日(月) ～ 9日(日)
なるほどなっとく市政講座「くらしと環境・安全」
10日(月) ～ 16日(日)
七尾市町会連合会 行政との連絡会

〇友の会文化講座

テーマ：能登立国千三百年に寄せて
日 時：９月28日(金)13：30 ～ 15：30
場 所：寄合い処みそぎ
講 師：西山 郷史（真言宗大谷派西勝寺住職）
参加費：500円
定 員：20人
※講演の後、西山講師との懇談の時間があります。煎茶を味わいながら、歴
史に思いをはせてみませんか。

17日(月・祝) ～ 23日(日・祝)
第3回七尾市議会定例会(録画)
24日(月・振休) ～ 30日(日)
第3回七尾市議会定例会(録画)

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:9月15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）

《日外アソシエーツ》

リハビリのプロが薦める認知症予防法は「図書
館を利用すること」。ウォーキングを兼ねて図
書館へ行き、本探しで脳のトレーニング｡ イベ
ントに参加することで、脳に刺激を与えて人と
のつながりを作る。五感を使って楽しめる児童
書も紹介されており、認知症を予防したい人、
図書館をもっと活用したい人にお薦めの１冊。

毎日15時からリクエスト番組を放送しています。

無 料 法 律 相 談 会

《PHP研究所》

病は「治す」のではなく「治める」もの。「風
邪」は体を整えるための絶好のチャンスと捉え
る。他の人と違っても、自分の体が「良い」と
言えば良い。70年以上も医者にかからずに健
康を維持してきた五木さんによる独自の「いい
加減」養生法が紹介されている。

・30～60分程度の番組を1本（下記に今月の内容をお

七尾ごころ 2018.9

☎53-0583
☎53-3662
10月末まで休館
☎66-8000

新着情報

6時、8時、11時、18時、21時の1日5回、2時間枠で
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検索

七尾市立図書館

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

介護施設調理補助講習
9/19(水)～9/21(金)
～3日間～
会場/ 七尾サンライフプラザ
〆切 9/7(金)

10名

(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

