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大正ロマンとモダンデザイン
～大正イマジュリィの世界～

企画展「万能素材 イネ展
～七尾の衣・食・住より～」

風間杜夫ひとり芝居平和三部作
「正義の味方」「ピ－ス」＋新作「あの時代」

■会　　期　9月16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

■会　　期
　9月29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　9月17日(火)

イネ(稲)は、コメ(米)を実らせるだけではありません。茎の
部分を乾燥させたわら(藁)は、燃料、飼料、道具として里山
里海の暮らしに重宝されました。
本展では七尾の米作り
や、わら産業の歴史と
ともに万能素材イネの
魅力を紹介します。
会期中にはイベントも
開催します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　釶打地区の田園風景

■開催期間　9月28日(土) ～ 12月15日(日)　※毎週火曜日は休館
■開館時間　9：00～17：00
■観　覧　料　無料

イベント予告
能登歴史公園[国分寺地区]の芝生広場にて、10月26日(土)・27日
(日)に第1回里山里海フェスティバルを開催します。詳細は広報な
なお10月号でお知らせします。

■出　　演　田嶋悦子(出品作家）
■ゲ　ス　ト　金子賢治(茨城県陶芸美術館館長）
■日　　時　9月29日(日)14：00 ～
■場　　所　多目的ラウンジ
■参　加　費　無料(別途観覧料必要）
■定　　員　30人(要申し込み）
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大正から昭和にかけて大流行した、著名作家デザインのロマ
ンチックな絵はがき・楽譜表紙、モダンな本の装幀や広告な
ど、約700点を一堂に展覧しています。ぜひお見逃しなく！

陶とガラスを組み合わせた作品で知られる田嶋悦子の個展。
ともに窯から生まれる素材でありながら、全く異なる性質
を持つ陶とガラスが共鳴し合い、生命力あふれる花々が咲
き誇ります。

アーティストトーク

特別展　田嶋悦子　花咲きぬ

毎年日本全国、世界各国を巡演してきた、風間杜夫ひとり
芝居。2003年には文化庁芸術祭賞大賞と読売演劇大賞優秀
男優賞などを受賞しました。
今年、古希を記念して新作「あの時代」を含む平和三部作
を一挙に上演します。
風間杜夫が舞台狭しと縦横無尽に駆け巡り、演じます！歌
います！弾けます！

■日　　時　10月14日(月・祝) 
　　　　　　14：00開演
■出　　演　風間杜夫
■前売料金
　一般5,000円、
　高校生以下3,000円(全席指定)
　※当日券は500円増し
　※未就学児入場不可
■予　　約　受付中
　予約は電話、ホームページ
　から受け付けています。

左：恩地孝四郎 ( 装幀 )　竹内端三『日本児童文庫 
面白い数字』1928 年 / 右：斎藤佳三 ( 表紙 )『魔王』
( セノオ楽譜 243 番 ) 再版　1924 年

★ぬりえや撮影コーナーあり。★浴衣＆着物で来館した人、ティール－ムで
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プレゼント！

花-15 ／ 2019年／作家蔵
撮影：斎城卓

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。蔵書検索や
図書の予約(事前に登録が必要)もできます。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

絵本コーナーでのおはなし会
乳幼児向け
〇だっこだっこのおはなし会　日時：9月9日(月)11：00 ～
幼児から小学生向け
〇紙しばい劇場　　　日時：9月14日(土)10：30 ～
〇土ようおはなし会　日時：9月28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

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:9月14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

講談社まんが学術文庫・シリーズ 《講談社》
　 　

ｅスポーツのすべてがわかる本
～プロゲーマー、業界のしくみからお金の話まで～
　 　
黒川　文雄　著 《日本実業出版社》

歎異抄　原作・唯円（親鸞 述）ほか
哲学書などの名著を漫画で分かりやすく読める文庫です。偉人の名
言が生まれるきっかけも併せて紹介されています。

そもそもゲームがなぜスポーツになるの？専
門学校もできるほどなぜ人気があるの？と疑
問ばかりのｅスポーツ。第一人者である筆者
が分析する現状や実例、今から目指すべき事
柄を紹介しており、入門書ともなり得る本で
す。

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 

20七尾ごころ21 七尾ごころ 2019.9

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】
9月９日(月）～ 15日(日)
七尾市町会連合会「行政との連絡会」
16日(月・祝) ～ 22日(日)
市政講座「自然災害の対策について」
23日(月・祝) ～ 29日(日)
令和元年度　第２回七尾市議会定例会
30日(月) ～ 10月６日(日)
介護予防講演会「医師に聞く！認知症対応アドバイス」
※都合により変更になる場合があります。


