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

23日はななお家読の日
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

※通常の番組を変更して放送します。
10：00 〜

提案理由説明

22日(火)

10：00 〜

一般質問

21日(月)
30日(水)

10：00 〜
14：00 〜

新着情報
80歳、歩いて日本縦断

一般質問
採決ほか

石川

ニコニコちゃんねるでは、午後1時から全国の
ケーブルテレビ局が制作・放映している番組を
ピックアップしてお届けします。

Ｍｉｓａ

14日(月) 〜 20日(日）
全国から募集した川柳の句を紹介しながら、講師が分かりや
すく解説する視聴者参加型の人気番組。川柳の魅力を発見し
てみませんか？

21日(月)〜27日(日）
「かんたん・おいしい・体にいい」をテーマにして料理研究家
の樋口聡子先生がとっておきのメニューを紹介。アイディア
いっぱいのレシピが満載の15分間。

（申し込み書は図書館カウンター、図書館ホームページから入手できます）

※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。

※放送内容は変更となる場合があります。

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）

特別展「本郷仁

9/5

風景装置」
84-1271

「みること」をテーマに鏡を用いた体験型の作品を発表する
53-1500
本郷仁の個展。内側と外側の境界が曖昧になり、人と物と
の距離感が分からなくなるような、鏡がもたらす非日常的
な視覚体験をとおして、世界との関わり方を探ります。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

6月5日(土) 〜 9月5日(日)
66-2323
9：00〜17：00(入館は16:30まで）
一般800円、中学生以下無料
毎月第3火曜日 ※6月13日(日)まで臨時休館

第77回現代美術展七尾展

6/20
まで

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。

広報広聴課

☎53-1130

66-2323

毎年春に金沢で開催されている公募展「第77回現代美術展」
の七尾移動展です。能登地区在住者の作品などを選抜し、
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の多彩な6ジャンルか
らなる計225点を展示します。巨匠から身近な作家までの
「石川の美術工芸の今」をぜひご鑑賞ください。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

6月20日(日)まで
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

84-1175

84-1271

≪山と渓谷社≫

○科学あそび教室「ウミホタルはなぜ光るの？」
日時：6月27日(日) ①13：00〜14：00 ②15：00〜16：00
場所：パトリア5階 フォーラム七尾 会議室51・52
対象：小学生 ※低学年は保護者同伴
定員：各7人(先着順) ※申し込みは6月18日まで
参加費：無料
申込方法：市立図書館に電話または申込書をファクス（53-0617）

てけてけおじゃマップ(北海道) 28日(月) 〜 7月4日(日）
函館から四季折々の豊かな自然やグルメ、休日の過ごし方な
ど街ナカ情報を発信する地域密着番組。さわやかな北の大地
へＧＯ！ＴＯ！旅気分。

予約受付時間平日9:30～17:00

著

図書館からのお知らせ

ナチュラルフードクッキング(長崎県)

TEL:0767-52-0008

6/5

平成30年の大阪府北部地震を機に防災につ
いて考え、今までの「持たない暮らし」か
ら「備える暮らし」へと意識が変わった筆
者。おしゃれな防災の備えを日常生活の中
で楽しみながら、しかも無理なく続けられ
る、暮らしの工夫とアイデアを整理収納ア
ドバイザーの目線から紹介した一冊です。

あいラブせんりゅう(宮城県)

＊秘密厳守＊
＊事前予約制＊

≪新日本出版社≫

53-1500
☎53-1500

☎84-1175

〜日々の暮らしに馴染み、
“もしも”の時は家族を守る70の備え〜

6月7日(月) 〜 13日(日）
釣り好きコンビ、浜ちゃんとスーさんが過酷なミッションに
挑戦しながら巨大魚などのロマンを求める釣り番組。二人の
爆笑トークもお楽しみください。

日時:６月19日(土)10:00～15:00

著

84-1271

おしゃれ防災アイデア帖

釣りバカＺ(北海道)

無 料 法 律 相 談 会

文洋

著者の職業はフリーカメラマン。平成30年
7月に北海道宗谷岬をスタートし、太平洋
側を東北、関東、東海道、山陽、九州と日
本列島を歩いて縦断。令和元年6月に故郷
の沖縄県那覇市にゴール。ゆっくり歩くか
らこそ見える景色や人との出会いを写真と
ともに綴った、3,500キロ「あるき旅」の
日記です。

全国のケーブルテレビ番組
を放送しています。

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。

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

｝…………………………………………………

84-1175

検索

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。

84-1175

Information

イベ ン ト 情 報

うちどく

七尾市議会定例会6月会議を
生中継します。
生中継
します。
6月14日(月)

…………………………………………………｛

53-1500

左：委嘱出品の部・美術文化大賞 洋画「彼女にのこせるだろうか」 小原瑛子(金沢市)
右：一般出品の部・優秀賞 工芸「風」 山元健司(輪島市)

外のうちと内のそと／本郷仁／ 2018年 作家蔵
展示風景：「似て非なるもの」／ギャラリーＯ₂ ／ 2018年

☎57-5100
6/19
9/20

企画展

「知ろう探そう 七尾の生き物」

七尾市版レッドリスト2020から絶滅危惧種や身近な生き物
を紹介します。
■会

期

6月19日(土)〜
9月20日(月・祝)
9：00〜17：00
■観覧料 無料
■休館日 毎週火曜日
（祝日の場合は開館）
●地域学講座「歴史を学ぶ 史料を読む」
日 時：6月12日(土) 13：30〜15：00
定 員：20人(定員になり次第締め切り）
持ち物：鉛筆、くずし字辞典

☎66-2323
66-2323
9/26

世界中から心躍る劇作家として注目され、今年のアカデミー
賞で脚本賞を受賞したフロリアン・ゼレールの作品。思春期
の息子の苦悩を岡本圭人が演じます。母親役・若村麻由美、
父親役・岡本健一と実力派キャスト陣でお届けする家族の物
語を是非ご覧ください。
■日

七尾市版レッドリスト
2020

Le Fils 息子

時

９月26日(日)

13：30開演、18：30開演

■出 演 岡本圭人、若村麻由美、岡本健一ほか
■前売料金(税込み）
一般8,500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
■予 約 友の会先行予約開始日 7月1日(木)
一般予約開始日 7月8日(木)

●自然体験教室「生き物ふれあい体験」
カブトムシなどの昆虫を中心に、身近な生き物とのふれあいがで
きます。
日 時：6月26日(土)、27日(日) 14：00〜16：00
定 員：なし(一度の入室は10人まで、入れ替え制)

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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