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第41回 七尾まだら
（唄と踊り）講習会

6月10日（金）
〜 7月20日（水）
19：30 〜 21：00

主催 七尾まだら保存会
会場 袖ヶ江公民館 (水曜日)
御祓公民館 (金曜日)

県・市・指定の無形民族文化財である地域の民謡「七尾まだら」の唄
と踊りを「いつでも・どこでも・誰でもやれる」よう初心者を対象に市民・
県民の普及に努めるように県内外の受講者を募集しています。
受講料／ 1,000円
52－5736 事務局長 江守 彪

池田コレクション
優品展
～新寄附作品・用の美
「根来」を中心に～

7月2日（土）
〜 7月31日（日）
9：00 〜 17：00
(入館は16：30まで)

主催 七尾市・財団法人
七尾美術館
会場 石川県七尾美術館

池田コレクションは七尾市名誉市民であった池田文夫氏（1907 ～
87）が蒐集したコレクションです。開館15周年となった平成22年度3月、
池田輝三郎氏より新たに34点ご寄附いただきました。本展は新寄附作品
のお披露目展です。
入場料／ 350円、大高生280円、中学生以下無料
53－1500 石川県七尾美術館

開館20周年記念展
「鏡のアート」

7月2日（土）
〜 9月4日（日）
9：00 〜 17：00
(入館は16：30まで)

主催 七尾市・(財)能登島
ガラス美術館振興
財団
会場 石川県能登島
ガラス美術館

開館20周年を迎えるこの夏の石川県能登島ガラス美術館は、美術館そ
のものが不思議な鏡の空間に変身します。実際ふれて、のぞいてお楽し
みください。
七尾市民無料入館日：7/29 ～ 31（七尾市在住を証明できる保険証や免
許証等をご持参下さい）
入場料／個人800円・中学生以下無料
84－1175 石川県能登島ガラス美術館

7月10日（日）
10：00 〜 15：30
(開場は9：30 〜 )

主催 民謡扇の会
会場 七尾サンライフ
プラザ 大ホール

会員の唄、踊りの練習の成果を発表します
特別出演に津軽三味線の永村幸治先生が出演します。
68-3222 小原 久男
入場料／ 1,000円

7月17日(日)
7：00 〜 12：00

主催 七尾茶道会
会場 本龍寺 郡町

暑中お見舞申し上げます。ささやかではございますが一服さし上げたいと
存じます。時節がら正午で終了させていただきます。皆様のお越しをお待ち
致しております。
駐車場は山王神社前を御利用下さい。（受付11：00まで）
52-1645 戸島社中
会費／ 1,500円

第15回
表会

民謡扇の会発

七尾茶道会

月釜

第１回
7月23日（土）
草月流グループ「和み華」 〜 7月24日（日）
爽・涼をいける・絵手 10：00 〜 18：00
紙展

主催 七尾草月流グループ「和み華」 グループ「和み華」の結成記念華展です。「爽・涼」をテーマに初心
絵手紙サークル花･花 者から指導者による日々のおけいこの成果を表現致しますと同時に絵手
会場 能登食祭市場
紙展も開催。是非ご来場下さいますようお待ち申し上げます
モントレーホール 入場無料
52-5809 西尾美照

田鶴浜陶芸工房・小谷 7月25日(月) 〜 8月5日(金) 主催 田鶴浜陶芸工房
内和央・田小路廣・岸 10：00 〜 17：00
会場 のとしんギャラ
田浩嗣 3人展
リー かわも
（最終日〜 13：00）

中央展（東京）出展作品を中心に最近制作の作品等42点位展示。大作
14点 その他 28点
入場無料
68-3443 小谷内 和央

第97回例会「しのだづ
ま考」

8月4日（木）
18：30 〜
(開場は18：00 〜 )

主催 七尾演劇鑑賞会
会場 七尾サンライフ
プラザ 大ホール

信田妻(しのだづま)の物語は民話｢狐女房｣に安倍清明伝説が結びついた
もので、中世の庶民が見た美しい幻想というべき物語です。千年の時を
越えて語り継がれた「信田妻伝説」を中西和久が二十七役演じるひとり
芝居です。
会員制
52-0834 七尾演劇鑑賞会

長谷川等伯展

8月6日（土）〜
9月11日（日）
9：00 〜 17：00
(入館は16：30まで)

主催 七尾市・財団法人
七尾美術館
会場 石川県七尾美術館

等伯の「信春時代」に焦点をあて、能登時代～京都時代前半頃の20歳
代～ 40歳代に制作されたといわれる作品を中心に25点の名品を紹介し
ます。また、「複製松林図屏風」を参考作品として併せて展示予定です。
入場料／ 700円、大高生350円、中学生以下無料
53－1500 石川県七尾美術館

開館20周年記念展
特別展「～ピカソ、シャ
ガール、ダリ～世界の
巨匠たちとガラス」

9月10日(土) 〜
11月6日(日)
9：00 〜 17：00
(入館は16：30まで)

ピカソの陶芸作品、シャガールの絵画、ダリの彫刻がガラス美術館に
主催 七尾市・(財)能登島
ガラス美術館振興 やってきます！当館が所蔵する巨匠たちのガラス作品と共にご覧下さ
財団
い。
会場 石川県能登島ガラ 入場料／個人800円・中学生以下無料
ス美術館
84－1175 石川県能登島ガラス美術館

秋の所蔵品展
～池田コレクション・
日本画、彫刻作品を楽
しむ～
～それぞれの風景と街
の表情～

9月17日（土）
〜 10月30日（日）
9：00 〜 17：00
(入館は16：30まで)

主催 七尾市・財団法人
七尾美術館
会場 石川県七尾美術館

第１展示室では、池田コレクションより日本画を中心に彫刻作品を加
え、約20点を展示します。また、第２展示室では、国内外をとわず様々
な街や風景を描いた現代日本画・洋画作品を中心に、約25点を紹介しま
す。
入場料／ 350円、大高生280円、中学生以下無料
53－1500 石川県七尾美術館

七尾茶道会

9月18日(日)
8：45 〜 14：30
(開場は8：30 〜 )

主催 七尾茶道会
会場 本龍寺 郡町

木々も僅かに色帯び始め、吹く風に秋の気配を感ずる九月、お茶一服
さし上げたく、お待ち致しております。
駐車場は本龍寺・山王神社
茶会料／ 1,500円
52-1952 森山社中

9月18日（日）
9：30 〜 17：00

主催 吟道錦城流
総本部
会場 七尾サンライフ
プラザ 大ホール

七尾城にゆかりの「九月十三夜陣中の作」を吟じて、戦国の武将の心
情を偲び、山岳城のすばらしさを広く紹介する。市民とともに詩吟の普
及向上を目指し、詩吟愛好者に発表していただき、詩吟の健全なる発展
と地域振興も努めます。
入場料／無料 申込方法／第16回「九月十三夜陣中の作」 全国詩吟大
会 実行委員会 矢田郷公民館内 52－5240
62－2408 前濱 錦城
53－4764 古川 久次

月釜

第16回「九月十三夜陣
中の作」
全国詩吟大会

第29回青柏民謡発表会
「民謡風土記」温習会
七尾茶道会

発

行

月釜

主催 青柏民謡会
9月23日(金・祝)
会場 石川県七尾美術館
12：30 〜 16：00
アートホール
（開場は12：00 〜）
10月16日(日)
9：00 〜 15：00

七 尾 市 文 化 協 会
〒926-0021
七尾市本府中町モ64池田家内
TEL ５３- ０５９６ FAX ５４- ８５５０
Eメール：mail@bunka-nanao.jp
ホームページ：http://www.bunka-nanao.jp

編集委員：杉藤茂 細川一絵 鴻野俊雄 春木憲
発行日 ２０１１年７月５日

主催 七尾茶道会
会場 池田家

芸能文化である民謡の伝承・発掘し地域文化向上に貢献することを目
標にしています。唄と踊り盛り沢山です。皆様お誘い合せお気軽にご来
場下さい。入場無料
62-3178 中西清一
名残りの月となりました。おいしいお茶一服いかがでしょうか。お待
ち致しております。
茶会料／ 1,500円
52-5380 佐藤社中

会員のみなさまへ
※「文化七尾」次回25号は平成23年10月5日発行となります。
原稿締切は、平成23年9月15日です。
表紙題字：清水

聖鵬

表紙撮影：間蔵

俊甫

