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〜6,204円
(通信速度やテレビのコースで料金が異なります)
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5日(月) 〜 11日(日)
令和3年度七尾市議会定例会６月会議
12日(月) 〜 18日(日)
第78回七尾港まつり ちびっこカーニバル(再放送）
19日(月) 〜 25日(日)
第78回七尾港まつり 総踊り(再放送）
26日(月) 〜 8月1日(日)
令和元年度七尾鹿島中学校陸上競技大会(再放送）
8月2日(月) 〜 8日(日・祝)
第33回わんぱく相撲七尾・中能登大会(再放送）
※収録の都合により一部再放送します。
※放送内容が変更と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)

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:７月17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）

…………………………………………………｛

23日はななお家読の日

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

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。

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

新着情報

全国 ｢武将印｣ 徹底ガイド

〜見どころ・楽しみ方がわかる〜

小和田 哲男 監修
《メイツユニバーサルコンテンツ出版》

特別展「本郷仁

9/5
まで

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。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

9月5日(日)まで
9：00〜17：00(入館は16：30分まで）
66-2323
一般800円、中学生以下無料（祝日は70歳以上700円）
毎月第3火曜日

なかにし 礼

著《毎日新聞出版》

令和2年12月に亡くなった、なかにし礼氏
が晩年に、サンデー毎日に連載していたエッ
セイと詩を再構成。9章では、サンデー毎
日に掲載された ｢美しい抵抗者なかにし礼
の生涯｣ を拡充し、友人や仲間による追悼
文を掲載しています。

七尾市出身の実業家で、美術品コレクターでもあった池田
文夫氏(1907 〜 87)が生涯にわたり収集した美術工芸品が
｢池田コレクション｣ です。本展では、当館所蔵品の中核で
ある同コレクションより、焼き物や日本画などのバラエティ
豊かな作品約60点を紹介します。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

ブックトークスペシャル(要申し込み）

一つのテーマに沿って、いろいろな本を紹介します。夏休みに読み
たい本が見つかるかも。
日時：7月29日(木) 14：00〜 ※申し込みは7月10日(土)から
場所：市立図書館 絵本コーナー
対象：小学生

※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。

7月25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
※祝日は70歳以上無料
毎週月曜日

84-1175

展示室風景
撮影：柳原良平

●本郷仁×トムスマ・オルタナティブ
スペーシー・コラボ・ワークショップ
愛とユーモアを主な素材とするパフォーマンス・アーティストの
トムスマ氏を講師に迎えてのワークショップです。
日 時：7月24日(土）、25日(日) 各日13：30 〜
参加費：1,000円(高校生以上は別途観覧料必要)
定 員：各日10人(要申し込み)

84-1271
左：重要美術品 ｢後奈良天皇和歌懐紙｣ 当館蔵(池田コレクション)
右：｢色絵栗図輪花形小皿 古九谷｣ 当館蔵(池田コレクション)

53-1500

☎66-2323
66-2323

○夏休みとしょかんビンゴ

○夏休み特別編

26th year 池田コレクション
66-2323

7/25
まで

図書館からのお知らせ

ビンゴを揃えて素敵なプレゼントをもらおう。
期間：7月17日(土)〜8月31日(火)
場所：市立図書館
対象：0歳から高校生まで

84-1271
53-1500
☎53-1500

☎84-1175

本書は、お城巡りの楽しみの一つである武
将印の見どころや楽しみ方、販売場所など
が分かるガイドブックです。全国の武将印
150種以上を掲載、各武将の略歴や武将ゆ
かりの観光スポットなどを紹介しています。

愛は魂の奇蹟的行為である

｝…………………………………………………

イベ ン ト 情 報

うちどく

七尾市立図書館

84-1175

Information

9/20
まで

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」を参考に、絶滅危惧種や身近
な生き物を紹介します。
■会 期
■観覧料
■休館日

9月20日(月・祝)まで 9：00〜17：00
無料
毎週火曜日(祝日の場合は開館）

●自然体験教室「生き物ふれあい体験」
日 時：7月11日(日)、22日(木・祝)、31日(土) 14：00〜16：00
定 員：なし(一度の入室は5人まで、交代制)
●公園スポーツ講座 ｢はじめてのウォーキング｣
日 時：7月25日(日) 10：30 〜 11：30
定 員：15人(定員になり次第締め切り)
講 師：元橋美津子

カブトムシ

七尾市民劇団 劇団N 第23回定期公演

「ペイパーバック・ストーリーズ」

「ペイパーバック」とは「ハードカバー」に対して大衆向けの
書籍のこと。町ゆく人々の心のふれあい、すれ違い、哀愁を
描いた小説が数多く描かれています。今回はアメリカの庶民
を描き続けた作家O・ヘンリーの作品を心を込めて皆さんに
お届けします。
■日

●地域学講座「歴史を学ぶ 史料を読む」
日 時：7月10日(土) 13：30〜15：00
定 員：20人(定員になり次第締め切り）

●自然体験教室 ｢高難度カブトムシクイズ｣
高得点獲得者にはカブトムシをプレゼント
日 時：7月24日(土）、25日(日)
14：00〜16：00
※プレゼントが無くなり次第終了

7/24
・
7/25

時

7月24日(土) 16：00開演
7月25日(日) 14：00開演
■料金(税込み）
一般1,000円、65歳以上500円、高校生以下無料
※全席自由席
※当日も同じ料金です
※未就学児入場不可
◎チケット販売中

前回の公演 ｢落語的幸福論 生きてるかぎりは｣

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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