みんなの本棚

ケーブルテレビに加入して
地域密着の自主放送
「ニコニコちゃんねる」を
楽しみませんか

検索

七尾市立図書館

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

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

新着情報
さよならが言えるその日まで
高木

敦史

著《講談社》

父が死んだ。誘拐犯の汚名を着て…。
残された一人娘の伊緒は父の無実を
信じ、周囲からの非難やマスコミの
追及の中、行方不明の少年を追う。

ニコニコちゃんねるの放送内容

野中
木内

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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8月30日(日)まで
9：00～17：00(入館は16：30まで)
一般800円、中学生以下無料
※国民の祝日は70歳以上700円
毎月第3火曜日

※新型コロナウィルスの感染状況により、今後の予定を変更する場
合があります。最新情報はホームページでご確認ください。

第76回現代美術展 七尾展

66-2323

４月に金沢で開催された県内最大
規模の公募展「第76回現代美術
展」より、日本画・洋画・彫刻・
工芸・書・写真の６部門、計218
点(うち市内在住者の作品は65点)
を選抜し展示します。今回は委嘱
の部で飯田昌史さん(七尾市)が２
度目の受賞となりました。日本を
代表する大家から身近な作家ま
で、石川の美術の今をお楽しみく
ださい。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

委嘱出品の部・美術文化準大賞
彫刻「殻Ⅶ」飯田昌史(七尾市)

6月21日(日)まで
84-1175
9：00～17：00(入館は16：30まで)
一般500円、大高生350円、中学生以下無料
毎週月曜日

84-1271

※新型コロナウィルスの感染状況により、今後の予定を変更する場
合があります。最新情報はホームページなどでご確認ください。

53-1500

☎57-5100
3/31
まで

開館のお知らせ

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、開館・開室しています。来館の際は、咳エチケッ
トや滞在時間の短縮にご協力ください。

新型コロナウイルスの感染状況により、今後の予定を変更す
る場合があります。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。

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

66-2323

す。

※収録の都合により、昨年に放送したものを一部再放送します。
※都合により変更になる場合があります。

予約受付時間平日9:30～17:00

53-1500

ク。二人のすてきな物語の始まりで

6月8日(月) ～ 14日(日)
なかじまプロジェクト市民公開講座【後編】
（再放送）
15日(月) ～ 21日(日)
長谷川等伯展特別講演会(再放送)
22日(月) ～ 28日(日)
令和2年度七尾市議会定例会6月会議
29日(月) ～ 7月5日(日)
令和元年度七尾鹿島中学校陸上競技大会（再放送）

TEL:0767-52-0008

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。

6/21
まで

やがて現れたのはシマリスのミー

【今月のニコニコちゃんねる】

＊秘密厳守＊
＊事前予約制＊

コレクション展 「色とりどりの」
84-1271

※コレクション展「色とりどりの」の会期を延長して開催しています。

柊 作
達朗 絵《偕成社》

53-1500
☎53-1500

ひこうきの手紙が飛んできました。

加入の申し込みは ☎53-8699(平日8：30 ～ 17：00)
番組リクエストは ☎53-1130(平日9：00 ～ 14：00)

日時:6月20日(土)10:00～15:00

8/30
まで

■休 館 日

シマリスのキリリのところに青い紙

【放送時間】6時、8時、11時、18時、21時

無 料 法 律 相 談 会

84-1175

■会
期
■開館時間
■観 覧 料

紙ひこうき、きみへ

ニコニコちゃんねるは２時間枠で１日に５回放送して
います。市からのお知らせや地域の出来事などを週替
わりで放送しています。月曜から日曜まで同じ内容で、
毎週月曜に更新します。

84-1271

☎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。

提案理由説明
代表・一般質問
一般質問
採決ほか

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。

イベ ン ト 情 報

うちどく

※通常の番組を変更して放送します。
10：00 ～
10：00 ～
10：00 ～
14：00 ～

Information

23日はななお家読の日

七尾市議会定例会6月会議を
生中継します。
6月 8日(月)
15日(月)
16日(火)
24日(水)

84-1175

広報広聴課

☎53-1130

人生 100年
６０歳以上

シニアの新しい働き方

七尾市
シルバー人材センター

七尾市小島町西部１−３
（☎５２−４６８０）

七尾市シルバー

検索

高齢者活躍人材確保育成事業
石川県シルバー人材センター連合会

ちょっこし大人なクイズラリー

好評につき開催延長！ミュー
ジアムの常設展示を見ながら
能登・七尾に関するクイズ(全
50問)に挑戦してみましょう。
全問正解者にはプレゼントが
あります。
■会
期
■開館時間
■休 館 日
■入 館 料
■参加対象
■所要時間

令和3年3月31日(水)まで
9：00～17：00
毎週火曜日、年末年始(ただし、祝日は開館)
無料
中学生以上
約1時間

☎66-2323
66-2323
お知
らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、9
月末までの公演を中止・延期します。最新情報
はホームページやSNSなどでご確認ください。

令和2年度公演ラインアップ(10月～)
◆10月17日(土)14：00開演
東京大衆歌謡楽団コンサート

※振替公演

◆11月19日(木) ～ 23日(月・祝) 全日16：00開演
無名塾 朗読劇「人間失格」

※全5回公演

◆12月12日(土)14：00開演
モダンスイマーズ 新作時代劇

◆令和3年3月20日(土・祝) ～ 21日(日)14：00開演
プリエールプロデュース「銀色のライセンス」

●地域学講座「歴史を学ぶ 史料を読む」

古文書を通じて地域の歴史を学んでみませんか！今回は資料の整理法を紹
介します。
◆日 時： 6月20日(土)13：30 ～ 15：00
◆参加費： 無料
◆定 員： 10人 ※6月14日(日)までに申し込みください。
◆持ち物：筆記用具(鉛筆)、くずし字辞典、マスク
※6月27日(土)から開催を予定していた「昆虫オリンピック(仮称)」は、新型
コロナウイルス感染症の終息が見通せないため、開催を延期します。
※資料のくん蒸作業のため、6月17日(水)は臨時休館します。

東京大衆歌謡楽団

無名塾 仲代達矢

七尾ごころ

16

