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モチーフを知る～仏画から肖像まで～
バードパラダイス!!

お祝いに年間パスポートは
いかがでしょうか？

無名塾公演
「ぺてん師　タルチュフ」

■会　　期　4月21日(日)まで
■休　館　日　毎週月曜日、3月22日(金)
■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歳以上無料

水族館の「年パス」
暖かな日差しが差し込み、ようやく春の
訪れを感じる季節になってきました。
イルカやペンギンたちもこの陽気に誘わ
れて元気いっぱいです。そんな生き物た
ちを気軽に何度でもお得に楽しむことが
できる年間パスポートはいかがですか。
■料　金　一般(高校生以上) 4,100円
　　　　　中学生以下(3歳以上) 1,230円
　　　　　※1年間有効・通年販売
ご入学、ご進学などのお祝いにプレゼントとして利用でき
る「年間パスポートギフト券」もあります。

春休み限定企画「すいぞくかん　生きものクイズ!!」
のとじま水族館の生き物たちに関するクイズを家族や友人
と一緒に答えてみよう！あなたは全問正解できるかな!?
■期　間　3月20日(水) ～ 4月7日(日)
■場　所　バッテリーカー広場横通路

☆詳細はホームページ、電話でご確認ください☆

■会　　期　3月31日(日)まで
■休　館　日　3月19日(火)
■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

■日　時　3月21日（木・祝）　14:00 ～
■参加費　無料（別途観覧料必要）
■対　象　どなたでも参加できます
※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。
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おすすめ

モチーフを知る～仏画から肖像まで～
作品のタイトルはさまざまな情報を含ん
でいます。タイトルからモチーフを読み
解くことで広がる作品の世界をお楽しみ
ください。
※長谷川信春（等伯）筆「陳希夷睡図」の展示
　あり。

バードパラダイス!!
日々の中で、ふと目や耳にする鳥たちの
姿やさえずりは、人々を癒してくれます。
100羽を超える鳥たちの姿を写し取った
作品を紹介します。

目に映る現実の風景に作家の視点が加わり、さまざまなか
たちで表れた風景表現を紹介します。ガラスの向こう側に
透けて見えるものに目を凝らしてみてください。

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。

絵本のじかん～絵本で感じる作品世界～

透かし見る -ガラスの風景

今年の無名塾公演は人間社会の「権威」や「権力」という
ものを、痛烈に批判したモリエールの傑作喜劇！主人公の
偽善者タルチュフに、仲代達矢が残された役者人生を懸け
て挑みます！

■日　　時　10月26日(土)、27日(日)、29日(火)、30日(水)
　　　　　　11月1日(金)、2日(土)、3日(日・祝)
　　　　　　15:30開演
　　　　　　※10月28日(月)、31日(木)は休演日
■出　　演　仲代達矢　ほか無名塾
■前売料金　一般7,000円、高校生以下5,000円（全席指定）
　　　　　　※当日券は500円増し　※未就学児入場不可
■一般チケット予約受付開始
　　　　　　4月6日(土)　9:00 ～
　　　　　　※受付開始初日は電話予約のみ

☆4月からの公演スケジュールはホームペー
　ジ、電話でご確認ください。
　

「唐津鳥形香合」
（池田コレクション）

「維摩居士図」狩野芳崖
（池田コレクション）

仲代　達矢

「ひそやかに」南佳織、2000年、
石川県能登島ガラス美術館蔵
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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　　　　☎68-3336
　中島地区コミュニティセンター図書室　　　　　☎66-8000

新 着 情 報

図書館からのお知らせ

文豪たちのラブレター
　	 　
別冊宝島編集部 編  《宝島社》

毎日おいしい！中高生のお弁当
　	 　
食のスタジオ 編 《成美堂出版》

「お菓子なら頭から食べてしまいたいく
らい」と口説く芥川龍之介など、文豪た
ちの恋文を紹介。
※11月18日に行われた中高生対象の選書ツ

アーで市内高校1年生が選んだ本です。

15分でできる超スピード弁当など栄養
満点で簡単に作れるレシピが満載。
※11月18日に行われた中高生対象の選書ツ

アーで市内高校2年生が選んだ本です。

〇絵本コーナーでは毎月おはなし会を開催しています。
　お気軽にご参加ください。
乳幼児向け
　・だっこだっこのおはなし会（第２月曜日）
　　３月11日(月)　11：00 ～
幼児から小学生向け
　・紙しばい劇場（第３土曜日）
　　３月16日(土)　10：30 ～
　・土ようおはなし会（第４土曜日）
　　３月23日(土)　14：00 ～

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 

企画・デザイン・撮影・編集・DTP・印刷
製本と一貫したラインで、パンフレット・
広報誌・販促チラシなどの商業印刷物など
を取り扱っております。

魅力ある紙面で
見る人を笑顔に。

第一印刷株式会社
Tel.0767-53-3800

■本社／七尾市古府町へ部34-1
■金沢営業所／金沢市諸江町中丁260-1

info@daiichiprint.co.jp

DpDp
daiichiprintdaiichiprint

石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

ゾーンマガジン

今年もご愛読頂き、誠に有難うございました。
来年も宜しくお願い致します。

素材を魅せる、鶏専門店の味。

こだわりの鶏料理
株式会社 政 浦　 七尾市古府町へ部37番地
Tel. 0767-52-8382  http://www.zoun.jp
第一印刷株式会社　七尾市古府町へ部34-1
Tel. 0767-53-3800

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:3月16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）
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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】
3月11日(月) ～ 17日(日)
【市政講座特別編】
1人でもおいしく簡単料理～鍋料理に挑戦～
18日(月) ～ 24日(日)
第１回七尾市議会定例会（録画）
25日(月) ～ 31日(日)
第１回七尾市議会定例会（録画）
※都合により変更になる場合があります。

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


