84-1175

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

七尾市議会定例会３月会議を
生中継します。
生中継
します。
※通常の番組を変更して放送します。
3月 1日(月)
8日(月)
9日(火)
10日(水)
22日(月)

10：00 〜
10：00 〜
10：00 〜
10：00 〜
14：00 〜

提案理由説明
代表質問
一般質問
一般質問
採決ほか

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
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

隆

著 《山と渓谷社》

加入の申し込みは
番組リクエストは

【今月のニコニコちゃんねる】

2月8日(月)〜14日(日)
令和3年七尾市成人式(再放送)
15日(月)〜21日(日)
市政講座「フレイル予防で、いつまでも元気に過ごそう」
22日(月)〜28日(日)
なかじまプロジェクト市民公開講座【前編】
3月1日(月)〜7日(日)
なかじまプロジェクト市民公開講座【後編】
※収録の都合により一部再放送します。
※都合により放送内容は変更になる場合があります。

無 料 法 律 相 談 会
交通事故、相続、離婚、債務等
お困りごとをお気軽にご相談ください。

日時:２月20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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作 《角川書店》

ビッグバンから今日までの138億年にわたる
偉大な歴史の物語。
「自分はどうしてここに
いるの？」と子どもから質問があったらぜひ
この絵本を。大人が読んでもわくわくします。

○ひなまつり工作

2/21

日
時：2月23日(火・祝) 11：00〜、
14：00〜
場
所：市立図書館
対
象：幼児から小学生まで
申込期限：2月15日（月） ※各回とも先着５組
日
時：2月28日(日) 13：30〜
場
所：フォーラム七尾 中ホール
対
象：おはなしボランティアに関心がある人
申込期間：2月7日（日）〜24日（水） ※先着20人

※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。

場所 和倉温泉口(おもちゃ博物館近く)
TEL ０７６７－６２－０５００
定休日 月曜日
こちらの広告をお持ちになり、ご来店いた
だきますとお会計時に１０％割引致します。

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

66-2323

5月23日(日)まで
9：00〜16：30
blooming ／姜旻杏／ 2015年
(入館は16：00まで)
撮影：岡村喜知郎
一般800円
中学生以下無料
※国民の祝日は70歳以上700円
2月16日(火)

第10回里山里海講座
「発酵食品の話＆味噌作り体験」

発酵食品の「味噌」がテーマ
です。うま味を引き出し、栄
養価や保存性を高め、腸内環
境を整える発酵の効果を紹介
します。手軽にできる味噌作
り体験もあります。

○おはなしボランティア養成講座

海よ友よ

53-1500

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

■日 時
■講 師
■参加費
■定 員
■持ち物

2月21日(日) 14：00〜16：00
小山屋醤油店 女将 小山順子さん
1,000円(味噌2kg分の材料代)
10組(申し込みは2月14日まで)
※小学生以下は保護者同伴
エプロン、三角巾、持ち帰り用の容器(約3リットル)

●地域学講座「歴史を学ぶ 史料を読む」
日時： 2月20日(土) 13：30〜15：00
参加費無料、定員15人(申し込みは2月13日まで)、鉛筆とくずし
字辞典を持参
●令和3年度ミュージアムボランティア説明会
日時：①2月20日(土) 14：00〜16：00
②2月21日(日) 10：00〜12：00
※両日とも申し込みは2月14日まで

84-1271
53-1500
☎53-1500

2/14
まで

「お茶のお道具」
「花咲く美術」
66-2323

当館所蔵品から、2テーマで計
73点の作品を紹介している本
展。「お茶のお道具」では池田
コレクションを中心に茶道美術
品など43点、「花咲く美術」で
は花にちなんだ絵画や工芸作品
など30点を展示しています。会
期も残すところあとわずかです
ので、くれぐれもお見逃しなく。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料

■休 館 日

2月14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
※国民の祝日は70歳以上無料
2月8日(月)、12日(金)

七尾市指定文化財「山水図」
長谷川信春(等伯)
石川県七尾美術館蔵

84-1175

84-1271

※2月15日(月)〜26日(金)は、館内整備のため休館します。
※2月27日(土)からは、所蔵品展「太陽と月」「里山里海」の開催
53-1500
を予定しています。

☎57-5100

図書館からのお知らせ

本さぬきうどん

84-1271

●冬はガラ美でほっこり！ガラス彫刻体験
電動ルーターで絵柄を彫刻してオリジナルのグラスを作ります。
日 時：２月までの毎週土・日曜日、祝日
(土曜日)①13：30 〜 ②14：15〜 ③15：00〜
(日曜日・祝日）①10：00〜 ②10：45〜 ③11：30〜
会 場：会議室
参加費：500円(高校生以上は別途観覧料必要)
定 員：各回５人 ※会場での当日申し込みや事前予約も可能

〜宇宙誕生からはじまるいのちのものがたり〜

☎53-8699(平日8：30 〜 17：00)
☎53-1130(平日9：00 〜 14：00)

本展ではガラスの性質に焦点を当
て、当館収蔵品をとおして、作家た
ちが試行錯誤を繰り返す中で導き出
したかたちと多様な表現をご紹介し
ます。

■休 館 日

きみはどこからやってきた？

【放送時間】6時、8時、11時、18時、21時

「探求と創作」

■観 覧 料

著者の体験から、車を上手に使った「車中泊旅行」
の楽しみ方を解説した本。車中泊をしながら全
国のご当地の食べ物や風景、温泉などを楽しむ
のはいかがでしょうか。非常時の地震や水害な
どの災害に役立つ情報も掲載しています。

フィリップ・バンティング

5/23
まで

■会
期
■開館時間

〜車中泊を上手に使えば生活いきいき〜
武内

84-1175

☎84-1175

検索

七尾市立図書館

車中泊入門

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。

イベ ン ト 情 報

23日はななお家読の日

新着情報

ニコニコちゃんねるの放送内容

Information

☎66-2323
66-2323
お知
らせ

劇場見学

能登演劇堂では劇場の見学を行っています。演劇堂の歴史や
舞台にまつわるエピソードなど、舞台スタッフが案内します。
客席や目の前で舞台奥の大扉が開く瞬間を楽しむことができ
ます。
■開館時間
9：00〜17：00
(受け付けは16：00まで)
■見 学 料(要予約)
・一般
個人300円
団体(10人以上)200円
・中学生以下無料
■休 館 日
月曜日、祝日

大扉が開いた舞台の様子

※公演日・貸館日・準備期間や点検期間などの劇場使用時、休館日
は見学できません。
※天候などの理由により、舞台奥の大扉は開けない場合があります。
●公演の衣裳・台本や舞台写真などを展示した「演劇のまちあゆみ
コーナー」(入場料無料)もご覧いただけます。

新型コロナウイルスの感染状況により、今後予定を変更する場合があります。最新情報は各館ホームページなどでご確認ください。
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