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
加入のメリット

・市内のイベントや学校行事などを放送する自主放送や
BS・CSなどの衛星放送が楽しめます。
・アンテナが不要です。
・地域の防災情報を放送します。
・データ放送でごみ収集や休日医療などの暮らしに役立
つ情報をお届けします。
引込工事負担金

・テレビのみ加入……………………………………3万円
・インターネットのみ加入…………………………3万円
・テレビ・インターネット同時加入………………5万円
テレビ月額使用料(税込み)

・Ａコース…………1,100円(地上波放送 + 自主放送)
・Ｂコース…………2,420円(Aコース + BS放送)
・Ｃコース…………3,740円(Bコース + CS放送)
※NHK放送受信料は含みません。
インターネット月額使用料(税込み)

4,114円～5,874円
(通信速度やテレビのコースで料金が異なります)
問ケーブルテレビななお(広報広聴課)

☎53-8699

【今月のニコニコちゃんねる】

7月6日(月)～12日(日)
第33回わんぱく相撲七尾・中能登大会(再放送)
13日(月)～19日(日)
七尾市消費生活改善推進員研修会
「消費者トラブル最新情報」(再放送)
20日(月)～26日(日)
なるほどなっとく市政講座
「交流人口拡大に向けて」(再放送)
27日(月)～8月2日(日)
七尾東雲高等学校演劇科定期公演
「星の王子さま」(再放送)

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

番組のリクエストは ☎53-1130 (平日9：00～14：00)

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

新着情報

猫を棄てる
村上 春樹
高 妍 絵

著《文藝春秋》

84-1175

学

■休 館 日

9/13

〇夏のスタンプラリー

スタンプをためて、素敵なプレゼントをもらおう。
期間：7月11日(土) 〜８月31日(月)
場所：市立図書館
対象：0歳から高校生まで

※新型コロナウイルスの感染状況により、今後の予定が変更
になる場合があります。

広報ななお 原稿案

＜動物取扱業に関する表示＞●法人名：一般財団法人石川県県民ふれあい公社●事業所名：のとじ
ま臨海公園水族館●所在地：七尾市能登島曲町15部40●種別：展示●登録番号：第406E001号●
登録年月日：平成19年2月26日●有効期限の末日：令和4年2月25日●動物取扱責任者：籔根哲志

53-1500

だ

しゅん そ う

か い しゅう

ね

66-2323

8月30日(日)まで
9：00～17：00
(入館は16：30まで)
一般800円、
Woven Glass 夢／橋本和代
中学生以下無料
／ 1999年
※国民の祝日は70歳以上700円
毎月第3火曜日

■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

ご ろ

8月2日(日)まで
9：00～17：00(入館は16：30まで)
一般350円、大高生280円、中学生以下無料
毎週月曜日

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により会期を延長していま
す。今後も感染状況により予定が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。

84-1175

84-1271
53-1500

左 ｢黄瀬戸六角盃｣ ｢織部すすき文徳利｣ ｢根来足付丸盆｣、右 ｢閑光図｣ 上村松篁
※2点とも池田コレクション、当館蔵

☎57-5100

図書館からのお知らせ

企画展「生態系と身近な外来種」

本展では、最近耳にする外来
種を詳しく紹介。人間との関
わりや生態系への影響なども
解説します。会期中は「いきも
の クイズラリー」も行い、全
問正解者にはプチプレゼント
があります。

富山県出身の髙島四兄弟が歌い、奏でる「今歌う忘れかけた
心を照らす唄」。タイムスリップしたような懐かしいスタイル
でお届けします。
能登でもよく見られる特定外来生物 ウシガエル

シニアの新しい働き方

●地域学講座 「歴史を学ぶ 史料を読む」

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）

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

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。

お知
らせ

昭和の珠玉の名曲をあなたに「東京大衆歌謡楽団コンサート」

人生 100年
６０歳以上

☎66-2323
66-2323

次回10月の公演

■会
期
■開館時間
■入 館 料
■休 館 日

七尾市シルバー

ひ し

第1展示室では菱 田 春 草 などの日本画と木彫作品を中心に、
高橋介 州 の金工作品や木工作品も加えた27点を展覧。第2
展示室では美濃焼と根来などの漆工作品43点を紹介します。
池田コレクションの魅力をお楽しみください。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により会期を延長していま
す。今後も感染状況により予定が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。

7/18

入場料：一般/1,890円 中学生以下/510円（3歳未満無料）
開館時間：9:00～17:00（入館は閉館の30分前まで）

「伝えゆく池田コレクションの魅力」〈第１期〉
～日本画・彫刻を中心に～／～美濃焼と漆工を味わう～
66-2323

8/2
まで

入館者全員に当館オリジナルグッズをプレゼント。さらに26日は
七尾市民無料デー！先着100人に限定グッズをプレゼントします。
■日
時 7月25日(土)、26日(日)

本書では、主に脳科学や行動科学、疫
学、統計学などの学問を「子育てや教
育の現場に取り入れる」ことを重視し、
保護者も先生も利用しやすい説明を心
掛けた。全ての子どもたちの幸せな未
来の実現に向け、子育てや教育現場で
悩んでいる人たちへの選択肢を紹介。

のとじま水族館七尾市能登島曲町15部40
TEL：(0767)84-1271

53-1500
☎53-1500

ガラ美感謝祭2020

著《緑書房》

予約受付時間平日9:30～17:00

コレクション展「色とりどりの」
84-1271

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。

■観 覧 料

科学的に考える子育て
和久田

8/30
まで

■会
期
■開館時間

亡くなった父親のことは、いつかまと
まった形で文章にしなくては。子ども
時代に父と一緒に海岸へ猫を捨てに
行った時のことをふと思い出し、そこ
から書き出した。「メッセージ」では
なく「小さな歴史のかけら」として著
者自らのルーツをつづったノンフィク
ション。「文藝春秋」の連載を単行本化。

TEL:0767-52-0008

七尾ごころ 2020.7

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

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。

＊秘密厳守＊
＊事前予約制＊
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検索

七尾市立図書館

日時:7月18日(土)10:00～15:00

弁護士 宮崎 昇一郎
（金沢弁護士会 所属）

イベ ン ト 情 報

うちどく

無 料 法 律 相 談 会

弁護士法人出口法律事務所七尾事務所

Information

23日はななお家読の日

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。

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）

84-1175

7月18日(土) ～ 9月13日(日)
9：00～17：00
無料
毎週火曜日(祝日の場合は開館)

日時： 7月18日(土)13：30 ～ 15：00
参加費無料、定員10人(申し込みは７月12日まで)、筆記用具(鉛筆)とくず
し字辞典を持参

●自然体験学習「高難度カブトムシクイズ」

日時： 7月25日(土)、26日(日) 各日9：00 ～ 16：00
参加費無料、参加は一家族一回限り、小学生以下は保護者同伴
※高得点者にはカブトムシをプレゼント。

●自然体験学習「昆虫スケッチ講座」

日時：8月2日(日)13：30 ～ 16：30
参加費無料、定員10人(申し込みは7月26日まで)

■日
■出

時
演

10月17日(土)14：00開演 ※3月7日の振替公演
髙島孝太郎(唄)、髙島雄次郎(アコーディオン)、
髙島龍三郎(ウッドベース）、髙島圭四郎(バンジョー）
■前売料金(税込み) 一般4,000円、高校生以下2,000円(全席指定)
※当日券は500円増し
※未就学児は入場不可
※入場の際は、アルコール消毒や検温な
どの新型コロナウイルス感染症対策に
ご理解・ご協力をよろしくお願いしま
す。
※今後も感染状況により予定が変更する
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。

東京大衆歌謡楽団

七尾ごころ
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