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能登立国1300年・妙成寺五重塔建立400年
能登にはぐくまれた文化財
～妙成寺の名宝を中心に～

チャレンジメニュー第 2 弾開催 !! 映像で観る「無名塾 劇世界」
ビデオ上映＆トークショー2018

■会　　期　10月21日(日)まで
■休　館　日　10月9日(火)、10月15日(月)
■開館時間　9:00 ～ 17:00（入館は16:30まで）
■観　覧　料　一般500円、大高生350円、中学生以下無料

※10月21日(日)「いしか
　わ文化の日」は石川県
　居住者観覧料無料
■同時開催　「山紫水明」

企画展「ナマズ展」開催
ひげが特徴の愛嬌のある顔をしたナマズ。そんなナマズの
仲間が集まりました。ぜひご覧ください。
■期　　間　10月13日(土) ～ 12月９日(日)

親子で挑戦!「イルカ教室」参加者募集中!!
イルカの飼育員体験ができます。
■日　　時　10月28日(日)　10:00 ～ 15:00
■対　　象　小学生とその保護者
■参　加　費　無料（水族館の入場料が必要です）
■申し込み　メールまたはファクス（ホームページをご確認ください）
■申込期限　10月10日(水)

☆イベント詳細はホームページ、お電話でご確認ください☆

■会　　期　11月4日(日)まで
■休　館　日　10月16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
※10月21日(日)「いしかわ文化の日」は
　石川県居住者観覧料無料

■日　　時　10月7日(日）　14:00 ～
■参　加　費　無料（別途入館料必要）
■対　　象　どなたでも
※申し込み不要

詳細は当館ホームページでお知らせします。

絵本の読み語りの後、学芸員と一緒に展覧会を見に行きま
しょう。

10/21
まで

11/3
・
11/4

11/4
まで

10/13

12/9

日蓮宗の名高い寺・羽咋市の妙成寺。今年は同寺のシンボ
ルである五重塔が建立されて、ちょうど400年という節目
の年です。本展ではその記念として、妙成寺が所蔵する様々
な美術工芸品を中心に、貴重な文化財を展示。さらに能登ゆ
かりの絵画などを加え、長谷川等伯の仏画など計22点を紹
介しています。

暮らしに寄り添ううつわに見る作家たちのかたち・表現を
通して、ガラスのうつわの現在（いま）を探ります。

絵本のじかん　～絵本で感じる作品世界～

特別展　ガラスのうつわ
手から生まれる暮らしのかたち

2年前に上映され好評を博した、無名塾公演の映像作品。今
年は選りすぐりの2作品を上映します！両日とも上映後、仲
代達矢さんのトークをお楽しみいただけます。

ビデオ上映『ルパン』・仲代達矢トークショー
■日　時　11月3日(土・祝)　13:30開演

ビデオ上映『令嬢ジュリー』・仲代達矢トークショー
■日　時　11月4日(日)　13:30開演

■前売料金　一般2,000円、高校生以下500円（全席自由）
※当日券は500円増し　※未就学児入場不可

「涅槃図」　長谷川信春（等伯）筆
羽咋市・妙成寺蔵

「毘沙門天像」　
羽咋市・妙成寺蔵

小谷栄次
後／「デザートグラス　青」2018 年、作家蔵

前／「波紋大鉢　薄青」2018 年、作家蔵
撮影  池田紀幸

ルパン 令嬢ジュリー
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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
     　（11月1日開館）
　中島地区コミュニティセンター図書室　　　　　☎66-8000

絵本コーナーオープン！

図書館からのお知らせ

　旧親子ふれあいランドの場所(ミナ．クル3階)に新しく絵本
コーナーができました。利用者カードは図書館や矢田郷・田
鶴浜・中島地区各コミュニティセンター図書室、絵本コーナー
共通です。絵本や紙芝居を借りられ、大型絵本も利用できます。
　また、今年度も国際ソロプチミスト能登から布絵本や音の
出る絵本などの寄贈を受けましたので、ぜひご利用ください。
●開館時間：10：00 ～ 18：00

〇第４回としょかんクラブ（小学生対象）
内容：郷土探検隊
日時：10月13日(土)　9：00 ～ 12：00
場所：七尾市内

〇友の会史跡探訪
日時：10月25日(木)　7：00 ～ 19：00
行先：見附島、禄剛崎灯台ほか
定員：40人(先着順)
参加費：5,300円（市立図書館に参加費と併せて申し込みが必要）

七尾市立図書館 検索

みんなの本棚
23日はななお家

うち
読
どく

の日
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
（ニュースと行政情報をお伝えします）

7 57 ななおいきいき体操
8 00 ニコニコちゃんねる

（ニュースと行政情報をお伝えします）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
（ニュースと行政情報をお伝えします）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
（ニュースと行政情報をお伝えします）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
（ニュースと行政情報をお伝えします）22

23 00 ニュースプレイバック
30 市からのお知らせ

ケーブルテレビななお
11チャンネル番組ガイド 

☎076-222-4680
石川県シルバー人材センター連合会(公社)

☎52-4680七尾市シルバー人材センター(公社)

技能を持ったシルバー会員が
活躍しています。

シルバーの時代ですよ!

企業･商店の発展は、

"高齢者"の派遣がカギ!
仕事情報お待ちしています。

働きたい人の
入会お待ちしています。

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:10月13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）

 ギヨファームの

りんご狩りへ行こう！

 0 上旬～ 2 上旬（予定）
開園時間： 0：00～ 6：00
休園日：毎週木曜日

期間

場所

期間場所期間期間場所

スギヨファーム志賀農場
りんご園

羽咋郡志賀町香能ろ64

《お問合せ》スギヨファーム志賀農場

 EL:0767-42-2617

千秋・陽光他

￥500/㎏～
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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

【今月のニコニコちゃんねる】
10月8日(月・祝) ～ 14日(日)
　七尾市民劇団・劇団N第21回定期公演
　「雨があがれば」（後編）
15日(月) ～ 21日(日)
　【市政講座】「七尾っ子」守ろう命！守ろう未来！
22日(月) ～ 28日(日)
　能登の里山里海周知・啓発講演会
　「七尾の里山と里海～里海としての七尾湾～」
※内容は都合により変更になる場合があります。


