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新所蔵品展・
ノスタルジア

企画展「探検！七尾の古墳」 風と緑の楽都音楽祭2020　七尾公演
世界の音楽、広がる和

■会　　期　4月19日(日)まで
■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
　　　　　　※国民の祝日は70歳以上無料
■休　館　日　毎週月曜日

■会　　期　5月10日(日)まで
■開館時間　9：00～16：30(4月1日からは17：00まで)
　　　　　　※入館は閉館の30分前まで
■観　覧　料　一般800円、中学生以下無料
■休　館　日　3月17日(火)

　近年、ユニークな形状から人気が高まっている古墳。３世紀後
半から７世紀にかけ、日本各地で造られた大きな墓「古墳」は、
能登半島でも多数確認されています。
　本展では、身近な場所にありながら意外と知られていない、
市周辺に所在する古墳の見どころを紹介します。春の古墳を探検
しにぜひ出掛けてみてください！
■会　　期　3月20日(金・祝）～ 
　　　　　　5月25日(月)
■開館時間　 9：00 ～ 17：00
■入　館　料　無料
■休　館　日　毎週火曜日(祝日は開館）

第７回里山里海講座
 「能登半島の古墳文化～邑知地溝帯周辺の古墳を中心に～」
七尾・鹿島地域の古墳を中心に、能登半島で確認されている古墳の
概要を紹介します。
■講師　(公財)石川県埋蔵文化財センター　調査部長　伊藤雅文
■日時　 3月22日(日)13：30 ～ 15：30
※参加無料、申し込み不要
はじめての古文書講座３　「古墳の記録を読む」
江戸時代に書かれた古墳の記録を読み解きます。
■日時　 3月28日(土)13：30 ～ 15：00
※申し込み不要、漢和辞典をお持ちください。
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ノスタルジア
故郷や家族の姿、生活の記憶、
時代を象徴するモチーフなど、
郷愁や追憶の念を誘うノスタル
ジックな作品を絵画・彫刻・工
芸・書の25点で紹介。

新収蔵品展
平成27年度から令和２年１月末まで
に収蔵された作品から、未公開作品
を中心に絵画・彫刻・工芸の17点を
紹介。

石川県能登島ガラス美術館の収蔵作品から、宝石のような
輝きやポップな色彩で、私たちの目を楽しませてくれる色
ガラスの作品を紹介します。彩りにおいても表現において
も、まさに「色とりどりの」世界をご覧ください。

コレクション展「色とりどりの」

　今年で4度目となるクラシック音楽の祭典「いしかわ・金
沢 風と緑の楽都音楽祭」。プレイベントとして、今年も池辺
晋一郎さんの楽しいトークとゲストの素敵な演奏を能登演
劇堂ならではの演出でお届けします。
■日時　4月30日(木)13：30開演
■出演　池辺晋一郎(司会)ほか
■料金　一般1,000円(税込み)、高校生以下無料
　　　　※全席自由席

令和2年度友の会会員募集
年会費18,000円(税込み)で年4回の友の会対象公演が観劇できます。
家族、友人とお得に観劇を楽しみませんか？
お申し込みは能登演劇堂まで。

ジャーマンアイリス／西悦子／
2016年
石川県能登島ガラス美術館蔵
撮影：岡村喜知郎

県指定史跡・院内勅使塚古墳(下町)

百彩鉢／神田正之／ 2007年／
石川県能登島ガラス美術館蔵

「ラムネ通り」山本隆

「宴」稲元実

能登演劇堂池辺晋一郎
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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

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:3月21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）

 
入居者募集！ 

 

ななお動物病院併設で 

ペットと安心して一緒に入居できる 

サービス付き高齢者向け住宅 

ぷくぷくななお 
 

七尾市石崎町香島 3-33-1 
TEL 0767-62-0293 
スタッフ募集中！！ 

新 着 情 報
偉人たちの健康診断
　 　
ＮＨＫ『偉人たちの健康診断』制作班 編
 《マガジンハウス出版》

みけねえちゃんに いうてみな モフモフさいこう！
　 　
村上しいこ 作 くまくら珠美 絵《理論社》

健康のヒントを歴史から学ぼう！歴史上の
人物の生活習慣や病歴、健康へのこだわり
などを通して、私たち現代人が元気に長生
きするために大切なことを紹介。ＮＨＫ Ｂ
Ｓプレミアムの番組を書籍化。

ともくんが、みけ猫のみけねえちゃんに「友
だちのはるきくんの様子がこのところ変」
と訴えると、困っているともくんをほっと
けないみけねえちゃんは、はるきくんが住
むアパートへ…。みけねえちゃん、さあ出
番ですよ。

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 

図書館からのお知らせ
〇春語りのつどい
　細川律子さんとお話しグループが昔話を語ります。
　日時：3月15日(日)14：00 ～
　場所：七尾市中島文化センター
　対象：高校生以上
　※詳細は市立図書館までお問い合わせください。
〇だっこだっこのおはなし会 日時：3月 9日(月)11：00 ～
〇かみしばい劇場 日時：3月14日(土)10：30 ～
〇土ようおはなし会 日時：3月28日(土)14：00 ～
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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９日(月) ～ 15日(日)
令和２年七尾市成人式(再放送)
16日(月) ～ 22日(日)
令和２年第１回七尾市議会定例会
23日(月) ～ 29日(日)
令和２年第１回七尾市議会定例会
30日(月) ～４月５日(日)
第15回スポーツ医科学研究会講演会
※都合により変更になる場合があります。


