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催　し　物 開催日 場　所
秋の発表会

吟道城山流 吟詠会
11/1(日)

10：00～ 14：30 大ホール

⑤【ワークパル七尾】

催　し　物 開催日 場　所
七尾市小・中学校 私たちの作品展

七尾市中学校文化連盟
11/3(火・祝)

9：00～ 16：00 体育館

⑥【七尾市立山王小学校】

催　し　物 開催日
吟行句会　　　　　　　　　　　　　七尾俳文学協会 11/6(金)　　　 9：00～ 15：30

⑦【徳田公民館】

催　し　物 開催日
祭ごっつそお　　　　　　　　　　　　  おこぜの会 11/7(土)　　  11：30～ 15：00

⑧【本府中会館】

催　し　物 開催日
能登宝生会 能楽大会　　　　　　　　 　能登宝生会 11/8(日)　　　 9：00～ 16：00

⑨【加賀屋能舞台】

催　し　物 開催日
市民煎茶会　 　皇風煎茶禮式 石川弘風会 笠間弘昭社中 11/8(日)　　  10：00～ 15：00

⑩【七尾産業福祉センター】

催　し　物
茶会　　　　　　　　10：00～ 15：00（1階ロビー）

茶道宗和流 中島宗和会
芸能発表会　　　　　  13：30～ 16：00
・カラオケ　　　　　　　　　　　　中島町カラオケ教室
・フォークダンス　　　　中島町フォークダンスサークル
・民謡　　　　　　　　　　　　　　　　　　中島民謡会
・詩吟　　　　　　　　　　　　　　能登祥吟会　中島教場
・三味線　　　　　　　　　藤本流三味線　藤本秀美由社中
・剣詩舞　　　　　日本剣詩舞道　静山流　工口静蓉月社中
・大正琴　　　　　　　　　　　　　琴城流大正琴　なな華

⑪【中島市民センター】11/22(日)

催　し　物 場　所
芸能発表会
・曳山木遣り太鼓　　
　　　　　　　　田鶴浜曳山木遣り太鼓保存会
・大正琴　　　　　　　　琴城流大正琴　なな華

ホール

作品展
・竹細工　　　　　　　　　　伝承竹細工教室
・短歌　　　　　　　　　　　　田鶴浜短歌会
・山野草　　　　　　　　　　田鶴浜山野草会
・俳句　　　　　　能登あかくら山田鶴浜句会

展示
コーナー

⑫【サンビーム日和ヶ丘】11/8(日) 9：00～ 16：30

催　し　物 開催日・場所
田鶴浜地区秋季囲碁・将棋大会

田鶴浜囲碁愛好会
将棋愛好会

11/8(日)
8：30～17：00
多目的ホール

⑬【田鶴浜農村環境改善センター（田鶴浜公民館）】

催　し　物
作品展　　　　　　9：00～ 17：00（22日は15：00まで）
・書　　　　　　　　　　　　　　　　　　中島町書友会
・木版画　　　　　　　　　　　　　　　のと木版画工房
・俳句　　　　　　　　　　　　　　　中島町公民館句会
・水墨画　　　　　　　　　　　　　　　中島水墨画教室
・短歌　　　　　　　　　　　　　　　　ささゆり短歌会
・陶芸　　　　　　　　　　　　　　　　中島陶芸倶楽部
・中島小学校作品展

⑭【中島文化センター】11/21(土) ～ 22(日)

催　し　物
芸能発表会　　　　10：00～ 14：00
・大正琴　　　　　　　  　　　　　 琴城流大正琴 なな華
・剣詩舞　　　 　　 日本剣詩舞道 静山流 工口静蓉月社中
作品展　　　　　  　  9：00～ 14：00
・陶芸　　　　　　　　　　　　　　能登島やきもの教室
・絵手紙　　　　　　　　　　　　絵手紙サークル花・花
・いけ花　　　　　　　　　　　　　　  嵯峨御流 綾甫会

⑮【能登島地区生涯学習総合センター】11/15(日)

能登島ガラス美術館 出張ワークショップ
11/3(火・祝)　七尾サンライフプラザ
11/8(日)　　　サンビーム日和ヶ丘
11/15(日)　　 能登島地区生涯学習総合センター
11/22(日)　　 中島文化センター（予定）

※各会場とも10：00～14：00
　（中島支部は9:00～13:00予定）
※ガラス素材を用いた簡単な小物作りを行います。
　（材料費200～300円程度）

◆期間　10月23日(金) ～ 11月22日(日)



催　し　物 開催日 場　所
市民短歌大会

市民短歌大会実行委員会
10/25(日)

12：30～ 16：30
　　　 （受付は11：30～）

12・13・24会議室

辻井雅子ピアノ公開レッスン＆教育座談会
能登ピアノレスナー会

10/25(日)
9：30～ 16：30 大ホール

七尾にあったよ！北陸伝承の『まつり』を訪ねて…
能登民俗音楽の会

10/31(土) ～ 11/1(日)
10：00～ 17：00 22会議室

菊花展覧会
七尾菊花会

11/1(日) ～ 11/3(火・祝)
9：00～ 17：00 プロムナード

華道協会合同いけ花展
七尾市華道協会

11/2(月) ～ 11/3(火・祝)
10：00～ 17：00

12・13・24会議室・
ロビー

みんなで踊ろうフォークダンス
ルビーフォーク

11/3(火・祝)
13：30～ 15：30 中ホール

市民文化祭茶会　　　　　　　　薄茶席　◆佐藤社中
　　　　　　　　　　　　　　　立礼席　◆加地社中

11/3(火・祝)
8：00～ 15：00

茶室・和室・
展示ホール

きもの文化を楽しむ　テーマ〔愛・やさしさ〕
山原昌娃きもの着付学院

森千代子きもの着付教室、松井吉子きもの着付教室

11/3(火・祝)
14：00～ 15：00 大ホール

キッズスポーツフェスティバル！！
七尾子ども劇場

11/7(土)
10：00～ 16：00 24会議室

俊友会合唱団 定期演奏会
俊友会合唱団

11/8(日)
14：00～ 16：00 大ホール

松月流煎茶道会 北陸支部
松月流煎茶道会 北陸支部 一翠会

11/8(日)
9：00～ 15：00 茶室・和室

①【七尾サンライフプラザ】

催　し　物 開催日 場　所
草月流中央会　いけ花展

草月流中央会
10/31(土) ～ 11/1(日)

10：00～ 16：00 中ホール

川柳作品展
能登川柳会

10/31(土) ～ 11/1(日)
10：00～ 16：00 中ホール

七尾市陶芸教室展
田鶴浜陶芸工房

11/3(火・祝)
9：00～ 18：00 中ホール

幸墨会水墨画展
幸墨会

11/6(金) ～ 11/8(日)
10：00～ 17：00

（最終日は16時まで）
全ホール

②【フォーラム七尾（パトリア 4階）】

催　し　物 開催日 場　所
写団「のと」第15周年記念会員展

写団「のと」
10/23(金) ～ 10/25(日)

9：00～ 17：00
（最終日は16：30まで）

第3展示室

彩の会30周年記念展
彩の会（洋画団体）

10/23(金) ～ 10/25(日)
9：00～ 17：00

（最終日は16：30まで）
市民ギャラリー

③【石川県七尾美術館】

催　し　物 開催日 場　所
七鹿盆栽会・さつき会・山草会合同展示会

七鹿盆栽会、日本皐月協会 能登支部、七尾山草会
11/1(日) ～ 11/3(火・祝)

9：00～ 17：00 ２階研修室

北陸京都きもの綜合学院　着付けショー 能登路の和
なごみ

　    北陸京都きもの綜合学院

11/8(日)
13：00～ 14：30

モントレー広場
モントレーホール

④【能登食祭市場】

第５回 七尾市民文化祭





イベント情報
10月2日（金）
　～10月25日（日）
9：00～ 17：00
（入館は16：30まで）

主催

会場

10月11日（日）
10：00～ 15：00
（開場は9：30から）

主催
会場

10月11日（日）
9：00～ 15：00

主催
会場

10月18日（日）
10：00～ 17：00
（開場は9：00から）

主催
会場

10月23日（金）
～10月25日（日）
10：00～ 17：00
（最終日は16時まで）

主催
会場

10月31日（土）
　～3月15日（月）
9：00～ 17：00
（12月 ～ 3月 は16：30ま
で。入館は30分前まで）

主催

会場

11月6日（金）
　～12月6日（日）
9：00～ 17：00
（入館は16：30まで）

主催

会場

11月15日（日）
9：00～ 15：00

主催
会場

11月29日（日）
12：30～ 15：00

主催

会場

12月4日（金）
　～12月6日（日）
9：00～ 18：00
（最終日は17：00まで）

主催
会場

12月11日（金）
　～1月31日（日）
9：00～ 17：00
（入館は16：30まで）

主催

会場

12月13日（日）
10：00より
（開場は9：30から）

主催

会場

12月18日（金）
19：00～ 20：00
（開場は18：45から）

主催
会場

12月20日（日）
12：00～ 16：00
（開場は11：30から）

主催

会場



池田コレクション作品紹介
　七尾市名誉市民の池田文夫氏（1907 ～ 87）が蒐集し、氏の没後七尾市に寄贈された美術品コレクション
は「池田コレクション」と呼ばれ、現在七尾美術館に保管されて同館所蔵品の中核となっています。

　七尾市文化協会のホームページでは七尾美術館のご協力で池田コレクションを月替わりでご紹介してい

ます。

山水・花鳥図屏風

水墨を基調に山水図や草花図を描いた押絵貼の屏風で、場面に
よってそれぞれ筆法を変え、丁寧な筆致で表現しています。中
林竹洞は尾張国（愛知県）出身で、文人画家としてのみならず、
学者としても活躍しました。

※本作品は現在七尾美術館にて開催中の「秋の所蔵品展」（会期：10月25日まで）に展示されています。
ぜひともご鑑賞ください。

作　者：中林竹洞（1778 ～ 1853）
制作年：江戸時代　文政８年（1825）
法　量：各 縦132.4 横48.8（cm）

会員のみなさまへ

※「文化七尾」次回18号は平成22年2月5日発行となります。
　原稿締切は、平成22年1月15日です。

                                               　　　表紙題字：清水　聖鵬　表紙撮影：間蔵　俊甫


