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事　業　名 日　　　時 主催者・会場名 内　　　　容

能登畠山家
創立600年記念事業
能登畠山氏と能登の美
術

収蔵品展Ⅱ
「中国清朝のガラス工芸」

第34回
石川一東会かな書展

第４回
彩の会＆写団のと展
（洋画・写真合同展）

第30回記念
白鵬会書展

第46回秋の山野草展

2008
イタリア・ボローニャ
国際絵本原画展

七尾子ども劇場
第159回例会
「なるほ堂ものがたり」

第10回七尾三曲会
定期演奏会

七尾茶道会　月釜

舞台で遊ぼう　剣と舞

第14回
歳末チャリティー展

ピアノ大好きコンサート

七尾茶道会　月釜

大正琴演奏コンサート
（歳末ユニセフチャリ
ティー）

9月20日（土）
～10月26日（日）
9：00～17：00
（入館は16：30まで）

10月4日（土）
～2009年2月2日（月）
9：00～17：00
（入館は16：30まで）

10月10日（金）
～10月12日（日）
10：00～17：00
（開場は9：30から）
（最終日は16：00まで）

10月10日（金）
～10月13日（月・祝）
9：00～17：00
（最終日は16：30まで）

10月11日（土）
～10月13日（月・祝）
10：00～17：00
（開場は10：00から
最終日は16：00まで）

10月11日（土）
～10月12日（日）
9：00～17：00

11月7日（金）
～12月7日（日）
9：00～17：00
（入館は16：30まで）

11月14日（金）
19：00～20：00
（開場は18：45から）

11月16日（日）
13：00～16：00
（開場は12：30から）

11月16日（日）
9：00～15：00

11月30日(日)
10：30～13：30

12月5日（金）
～12月7日（日）
9：00～18：00
（最終日は17：00まで）

12月14日（日）
10：00より
（開場は9：30から）

12月21日（日）
9：00～15：00

12月21日（日）
12：00～16：00
（開場は11：30から）

主催 七尾市・財団法人
七尾美術館

会場 石川県七尾美術館

主催 七尾市・財団法人
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

主催 石川一東書道会
会場 七尾サンライフプラザ

2階展示ホール

主催 彩の会、写団「のと」
会場 石川県七尾美術館

市民ギャラリー

主催 白鵬会
会場 七尾産業福祉

センター

主催 七尾山草会
会場 能登食祭市場

モントレーホール

主催 七尾市・財団法人
七尾美術館

会場 石川県七尾美術館

主催 七尾子ども劇場
会場 七尾市立

東湊小学校体育館

主催 七尾三曲会
会場 サンビーム

日和ヶ丘

主催 七尾茶道会
会場 本龍寺

主催　静山流工口静蓉月
社中

会場　サンビーム日和ヶ丘

主催 七尾美術作家協会
会場 フォーラム七尾

4階大ホール

主催 財団法人　七尾市
公共施設管理公社

会場 七尾サンライフプラザ
大ホール

主催 七尾茶道会
会場 本龍寺

主催 琴城流大正琴
能登琴静会

会場 フォーラム七尾
多目的ホール

今年は能登畠山家が創立してちょうど600年にあたり、地元
伝来の品々及び当館所蔵品・寄託品を中心に、「能登畠山氏の
歴史・文化」と「能登の美術」の2テーマで、様々な史料・作
品を紹介します。入場料／一般500円　大高生350円　中学生
以下無料　　 53-1500 石川県七尾美術館

収蔵品の中から、18世紀から20世紀に中国の清で作られた
ガラス工芸品を詳しくご紹介します。
休館日：11/18、12/16、12/29～1/1、1/20
入場料／一般800円　中学生以下無料　
84-1175 石川県能登島ガラス美術館

日展常任理事、一東書道会々長井茂圭洞先生はじめ本会創立
者、（故）津田雪州先生ほか、多数の賛助作品を展示します。
テーマは自由に会員の個性ある作品の発表・古典作品を展示し
ます。尚、本部からの審査員派遣により、受賞作品を厳選発表
します。入場料／無料　
52-5775 石川一東書道会　代表　久木　遠州

七尾市を中心に活動する彩の会と写団のとの洋画・写真合同
展。会員30名が近作約80点を展示発表します。
入場料／無料　 52-1613 彩の会　加地　求

故村上会長、会員一同の作品を展示し、児童・生徒・学生・
一般市民に無料で観て頂きたいということで開きます。テーマ
は自由とし、一部「楽しめる作品」を出品させて頂きます。
入場料／無料　　　　　　　問い合わせ・入会希望の方は

52-3931 七尾市栄町127 理事長　清水　聖鵬まで

会員の作品の展示と、会員余剰苗の格安販売をいたします。
皆さん見に来て下さい。 入場料／無料
53-5707 中立　隆久

毎年ボローニャ市で開催される、世界規模の絵本原画公募展
入選作品を紹介します。
入場料／一般700円　大高生350円　中学生以下無料
53-1500 石川県七尾美術館

劇団風の子による「なるほ堂ものがたり」友情をテーマにし
たファンタジックでリアルな舞台を親子で観ましょう。
入場料／会員制　　 52-0821 七尾子ども劇場事務局

火・木（10：00～15：00）

会員相互の親睦をはかり邦楽演奏を通じて、地域文化の発展
と音楽知識の普及につとめる。 入場料／無料
62-0833 武田　 52-0393 錦木　 53-5532 岡田

初めての本龍寺さんでの月釜です。気軽に一服と思っており
ます。お待ちしております。
茶会料／1,500円　　 52-5999 土田　宗友

能登半島災害復興記念大会として、剣と舞を通し元気を表し
たい。入場料／1,000円　

53-0893 大村　翠静　 （0768）42-0918 横地　観静

日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真６部門の会員が作品を
展示します。本作品、色紙等を安価にて頒布し益金の一部をチ
ャリティーにします。ご来場下さい。入場料／無料
52-3931 清水　聖鵬

スタインウェイピアノを誰もが気軽に弾くことにより、ピア
ノ音楽の楽しさを体感する。
入場料／無料　参加料／1,000円
53-1160 七尾サンライフプラザ

少し早いようですが歳暮のお茶を差し上げたく存じます。
皆様のお越しをお待ち申しております。
茶会料／1,000円　　 57-1377 宮森　宗紅

練習の成果を発表すると同時に、ユニセフ募金をしています。
是非、お越し下さい。
入場料／無料　　 53-1249 瀧田　静枝
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●主催／オーケストラ・アンサンブル金沢七尾定期公演実行委員会
●共催／七尾市・輪島市・珠洲市・羽咋市・穴水町・中能登町・志賀町・能登町

宝達志水町・七尾市教育委員会・輪島市教育委員会・珠洲市教育委員会
羽咋市教育委員会・穴水町教育委員会・中能登町教育委員会
志賀町教育委員会・能登町教育員会・宝達志水町教育委員会
七尾市文化協会・（財）石川県音楽文化振興事業団・七尾商工会議所
能登鹿北商工会・（財）七尾市公共施設管理公社

前売りプレイガイド

ミヤコ音楽堂　パトリアサービスカウンター　七尾サンライフプラザ　石川県七尾美術館
石川県能登島ガラス美術館　サンビーム日和ケ丘　能登演劇堂　七尾市文化協会
七尾市役所（1F.男女参画まちづくり課） 七尾市企画政策部文化振興課

チケットお問い合わせ

七尾市文化協会 Tel 0767(53)0596
七尾市企画政策部文化振興課 Tel 0767(66)2325


