みんなの本棚

地域密着の自主放送

「ニコニコちゃんねる」

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

来事、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？

・30～60分程度の番組を1本(下記に今月の内容をお知
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！
見逃してしまった、またはもう一度見たい番組をリ
クエストすることで、過去の番組を視聴できます。
毎日15時からリクエスト番組を放送しています。
番組リクエストは

☎53-1130(平日9：00～14：00)

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

新着情報
うちの父が運転をやめません
垣谷

・3分程度のニュースを数本

検索

84-1175

美雨

著《KADOKAWA》

高齢者ドライバーの事故を伝えるテレビ
ニュースを見た雅志は、父親に運転をやめ
るよう説得を試みるが…。「わしは死ぬま
で運転する！」という父と家族が新たな一
歩を踏み出す感動長編小説です。

申博

著《G.B.》

コレクション展 「色とりどりの」
84-1271

当館の収蔵作品から、宝石
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。
■会
期
■開館時間

全国天皇家ゆかりの神社・お寺めぐり
渋谷

8/30
まで

53-1500

66-2323
時の船／パヴェル・フラヴァ／ 1998年

8月30日(日)まで
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
※国民の祝日は70歳以上700円
■休 館 日 毎月第3火曜日、5月11日(月) ～ 15日(金)

※コレクション展「色とりどりの」は、会期を延長して開催してい
ます。
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、５月６日(水・祝)まで
臨時休館となります。今後も状況により予定を変更する場合が
ありますので、最新情報はホームページでご確認ください。

天皇と神道・仏教の関わりとは？伊勢神宮
と天皇との関係とは？天皇家と社寺の歴史
のあらましが全体的に分かるように、各時
代の代表的な社寺115カ所を紹介。歴代天
皇の一覧紹介と系譜も掲載します。

※５月4日(月・祝)に開催を予定していた「モザイクガラスで作ろ
う!色とりどりのオリジナルグッズ」は中止します。

【今月のニコニコちゃんねる】
5月4日(月・祝) ～ 10日(日)
ゴールデンウイーク特別番組

11日(月) ～ 17日(日)
令和元年度七尾市女性のつどい

18日(月) ～ 24日(日)
令和元年度里山里海グローバルチャンネル
※都合により変更になる場合があります。
加入の申し込みは

☎53-8699(平日8：30 ～ 17：00)

無 料 法 律 相 談 会
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:5月16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）
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5/7
5/24

長谷川等伯展
～収蔵品にみる等伯と長谷川派～
66-2323

本年で開館25周年を迎えた当館には、
現在約40点の長谷川等伯や「長谷川
派」絵師の作品が収蔵されています。
本展ではそれら所蔵品・寄託品より、
名品27点を紹介する予定です。
■会
期
5月7日(木) ～ 24日(日)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500円、大高生350円、
中学生以下無料
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、
展覧会の内容を変更しました。(5月6日
(水・祝)まで臨時休館)今後も状況により
予定を変更する場合がありますので、最
新情報はホームページなどでご確認くだ
さい。

☎57-5100

臨時休館のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、市立図書
館、矢田郷・田鶴浜・中島地区コミュニティセン
ター図書室は、5月6日(水・振休)まで臨時休館
します。
今後も状況により予定を変更する場合があります
ので、最新情報は市立図書館ホームページなどで
ご確認ください。

こんにちわ！ミヤシヤです！

空き家・納 屋の解 体 、駐 車 場 、
カーポート、フェンス、上下水 道、
設 備 、漏 水など
お困りなことがございましたら
ご 相 談ください。
☎0767-66-6063
090-4684-3379

〒929-2243
七尾市中島町河崎ハ12-1
代表

宮下

大

広報ななお「七尾ごころ」
広告募集
■発行部数

毎月22,100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

5/7
5/25

企画展 「探検！七尾の古墳」 後期展示

市内にある古墳の見どころを紹介。国分尼塚古墳群の銅鏡や
山岸ハリ塚古墳のガラス勾玉などを展
示する予定です。
■会
期
■開館時間
■入 館 料
■休 館 日

5月7日(木) 〜 25日(月)まで
9：00～17：00
無料
毎週火曜日
※5月6日(水・祝)まで臨時休館

84-1271
53-1500
☎53-1500

☎84-1175

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。

ニコニコちゃんねるでは、市からのお知らせや地域の出

放送内容は？

イベ ン ト 情 報

うちどく

七尾市立図書館

ニコニコちゃんねるって？

放送しています。

Information

23日はななお家読の日

を楽しみませんか

6時、8時、11時、18時、21時の1日5回、2時間枠で

84-1175

84-1175

84-1271

かいどう

すずめず

「海棠に雀図」

長谷川信春（等伯）筆
個人蔵

53-1500

☎66-2323
66-2323
6/6
・
6/7

加藤健一事務所

サンシャイン・ボーイズ

最高に笑えて心温まるウェルメイド・コメディ！米国を代表
する劇作家の一人で、平成30年に逝去したニール・サイモ
ンの傑作。ヴォードヴィルの大スターコンビを、役者人生
50年を迎える加藤健一が佐藤B作を相方に迎えW主演でお
送りします。
■日時

国分尼塚1号墳(4世紀後半)
出土 八鳳鏡

●第2回Sato歩き講座「七尾の古墳めぐり」
矢田古墳群の周辺を歩きます。集合場所は矢田町ふれあいセンター。
日時： 5月9日(土)13：30～15：30
参加無料、要申し込み(5月2日まで)

6月6日(土)14：00開演
6月7日(日)14：00開演
■出演 加藤健一、佐藤B作 ほか
■料金(税込み) 一般6,500円、高校生以下4,500円(全席指定）
※当日券は500円増し、未就学児入場不可
※事情により中止・延期する場合があります。

●地域学講座「歴史を学ぶ② 史料を読む」
古文書を通じて地域の歴史を学びましょう！ 2回目は判読法を紹介します。
日時： 5月16日(土)13：30～15：00
参加無料、申し込み不要、筆記用具(鉛筆)とくずし字辞典を持参

※4月27日(月)から5月11日(月)に開催を予定していた、里山里海
ギャラリー「七尾の祭り 写真展」は延期します。5月24日(日)に
開催を予定していた、「むかし遊び教室」は中止します。
※その他のイベントも事情により中止・延期する場合があります
ので、最新情報は電話などでお問い合わせください。

佐藤Ｂ作(左)、加藤健一(右)

七尾ごころ
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