
 

 

 

 

 
 

 

 

「いしかわ文化の日」及び「いしかわ文化推進期間」の取り組みについて 
 

 

 

  平成２７年４月に施行した「いしかわ文化振興条例」において、１０月の第３日曜日を「い

しかわ文化の日」、「いしかわ文化の日」から１１月３日までを「いしかわ文化推進期間」と定

め、県民の文化に親しむ機会の充実を図るため、下記の取り組みを実施しますので、お知らせ

いたします。 

 

 

記 

 

１ いしかわ文化の日（平成２９年１０月１５日（日）） 

(1)「いしかわ文化の日」記念イベントの開催 

 時 間：１４時３０分～１６時３０分 

 場 所：能美市根上総合文化会館 音楽ホール（タント） 

 内 容：◇オープニング公演 

 ・ジャズ･･･金沢ジュニア・ジャズ・オーケストラ JAZZ-21（金沢市） 

・和太鼓･･･手取亢龍若鮎組（川北町） 

◇文化特別講演 

「違うから面白い、違わないから素晴らしい」 

講師：宮本亜門（演出家）  

参加者：７００人 ※募集は締切りました。 

   

(2)県内文化施設等の県民入場無料（別添１１６施設） 

 

 

２ いしかわ文化推進期間（平成２９年１０月１５日（日）～１１月３日（金・祝）） 

(1)「いしかわイベント手帖」による情報発信 

期間中に市町や民間団体が実施する１７８の文化イベントを「いしかわ文化推進期間」協

賛事業として位置付け、別添ガイドにて事業内容を紹介。 
※ ガイドには、別添１２０施設の施設情報（イベント情報）も掲載 

設置場所：文化施設や金沢駅観光案内所、商業施設、道の駅など 

 

(2)いしかわの文化施設スタンプラリーの開催 

 期間中、文化施設をめぐって、５施設以上のスタンプを集めた方に、オリジナル記念品を

プレゼント。（詳細は別添ガイドＰ.８５をご覧ください。） 

 対象施設：別添の１２０施設 
※ 記念品引換施設：県立美術館、県立歴史博物館、石川四高記念文化交流館、 

県七尾美術館、県輪島漆芸美術館、県九谷焼美術館、 

県西田幾多郎記念哲学館 

そ の 他：スタンプラリーの台紙は別添ガイド内に添付（Ｐ.８７に掲載） 

＜ 資 料 提 供 ＞ 

平成 29 年 10 月 13 日 

県民文化スポーツ部文化振興課 

担当：東、近藤 

内線：3843 

外線：076-225-1371 



石川県立美術館（コレクション展）

石川県文化財保存修復工房・広坂別館

石川県立歴史博物館（常設展）

石川四高記念文化交流館

石川県銭屋五兵衛記念館

石川県金沢港大野からくり記念館

加賀本多博物館

町民文化館

兼六園

金沢城公園

石川県立伝統産業工芸館

石川県埋蔵文化財センター

金沢市立中村記念美術館

金沢市立安江金箔工芸館

金沢ふるさと偉人館

泉鏡花記念館

金沢湯涌夢二館

金沢蓄音器館

前田土佐守家資料館

室生犀星記念館

徳田秋聲記念館

金沢文芸館

金沢市老舗記念館

金沢湯涌江戸村

鈴木大拙館

武家屋敷　寺島蔵人邸

金沢２１世紀美術館（コレクション展２）

金沢能楽美術館

金沢卯辰山工芸工房

金沢くらしの博物館

尾張町老舗交流館

金沢菓子木型美術館

西田家庭園・玉泉園

湯涌温泉いろは館

石川県七尾美術館

石川県能登島ガラス美術館

能登国分寺展示館

蝦夷穴歴史センター

中島お祭り資料館・中島お祭り伝承館

明治の館（室木家住宅）

七尾城史資料館

懐古館

金沢市

七尾市

石川県立尾小屋鉱山資料館

こまつ曳山交流館みよっさ

小松市立博物館

宮本三郎美術館

宮本三郎ふるさと館

本陣記念美術館

錦窯展示館

登窯展示館

河田山古墳群史跡資料館

小松市埋蔵文化財センター

勧進帳ものがたり館

八十山雅子・和代美術館

石川県輪島漆芸美術館

輪島市櫛比の庄禅の里交流館

重要文化財　旧角海家住宅

輪島市黒島天領北前船資料館

輪島市もんぜん文化村

永井豪記念館

輪島塗会館

輪島キリコ会館

珠洲市立珠洲焼資料館

すず塩田村　塩の資料館

能登さいはて資料館

石川県九谷焼美術館

北前船の里資料館

加賀市美術館

中谷宇吉郎　雪の科学館

魯山人寓居跡　いろは草庵

九谷焼窯跡展示館

深田久弥山の文化館

加賀市鴨池観察館

山中温泉　芭蕉の館

ろくろの里　工芸の館

山中座

日本折紙博物館

硲伊之助美術館

無限庵

山中片岡鶴太郎工藝館

羽咋市歴史民俗資料館

小松市

輪島市

珠洲市

加賀市

羽咋市

石川県西田幾多郎記念哲学館

うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」

石川県立白山ろく民俗資料館

白山市立博物館

松任中川一政記念美術館

千代女の里俳句館

石川ルーツ交流館

呉竹文庫

白山市立鳥越一向一揆歴史館

松任ふるさと館

白山恐竜パーク白峰

金城学園　白山美術館

能美市立歴史民俗資料館

能美市九谷焼資料館

能美市立九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館）

能美市九谷焼陶芸館

野々市市郷土資料館

野々市市ふるさと歴史館

歴史民俗資料収蔵庫

津幡ふるさと歴史館「れきしる」

内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」

ふるさと創修館

石動山資料館

雨の宮能登王墓の館

穴水町歴史民俗資料館

能登中居鋳物館

能登町立羽根万象美術館

能登町歴史民俗資料館

能登町郷土館

能登町益谷秀次記念館

能登町西谷啓治記念館

石川県柳田星の観察館　満天星

能登町真脇遺跡縄文館

藤波テニスミュージアム

県指定有形文化財　加賀藩十村役「岡部家」

かほく市

白山市

能美市

野々市市

津幡町

内灘町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

いしかわ文化の日 116
入場無料施設一覧

施設

詳しくは石川県文化振興課の
ホームページをご覧ください。

当日は施設の受付で

県民であることを証明できる書類

をご提示ください。
（運転免許証や健康保険証等、コピー可）

石川県県民文化スポーツ部文化振興課
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地

TEL:076-225-1371  FAX:076-225-1496

いしかわ文化の日 検索

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/

15 日10月 日

大樋美術館 (金沢市)※６５歳以上無料　成巽閣（金沢市） ※団体料金

日本自動車博物館(小松市)※団体料金　重要文化財 時國家(輪島市) ※団体料金　　
割引対象施設
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子どもから大人まで楽しめる文化イベントが盛りだくさん！

今年度の「いしかわ文化の日」「いしかわ文化推進期間」
には、県内全域で様々な文化イベントが開催されます。本
手帖では、皆様がより多くのいしかわの文化に触れられ
るよう、178の文化イベント情報を紹介しています。この機

県内178の文化イベント情報を掲載

いしかわイベント手帖

ロゴマーク

178の文化イベントは、
このロゴマークが目印！

手帖の見方

施設情報を
知りたい方

イベント情報を
知りたい方

会に、文化イベントに参加する
など、石川ならではの贅沢な
過ごし方を考えてみてはいか
がでしょうか。

※178の文化イベントは、「いしかわ文化
推進期間」に実施される県・市町の主催
事業、県・市町の後援名義承認事業
（2017年7月31日現在）を協賛事業とし
て位置付け掲載しています。

※掲載情報に関するお問い合わせは、イ
ベントガイド内の「問合せ」先までご連絡
ください。また、掲載内容は予告なく変更
する場合がありますのでご了承ください。
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いしかわの文化施設
スタンプラリー

いしかわの文化施設
スタンプカード

5
 月　　 日

施設
達成

施設
達成10

 月　　 日

記念品引換チェック欄

スタンプ押印期間：10月15日（日）～11月3日（金・祝）
記念品の交換期間：11月30日（木）まで
※裏面のアンケートの記入にご協力ください。

2017
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オリジナル記念品

石川県内120施設連携

【実施期間】

2017年10月15日（日）～11月3日（金・祝）
　　　　　　　　　　　　　　　　※記念品の交換は2017年11月30日（木）まで

【問合せ】 石川県県民文化スポーツ部文化振興課　TEL 076-225-1371

本手帖で紹介している120カ所の文化施設をめぐってスタンプを集めましょう。入館
時に各施設の窓口へ次頁のスタンプカードを提示していただくとスタンプを押します。
5カ所以上のスタンプを集めたら本手帖を記念品引換施設の窓口（下記参照）へ
お持ちいただくとオリジナル記念品をお渡しします。

・1カ所につき押せるスタンプは1個です。　・各施設の開館時間、休館日は施設ガイドでご確認ください。
・スタンプ設置場所については各施設にお問合せください。　・有料施設は入館料が必要です。
・スタンプカード1枚につき記念品のお渡しは1つです。交換後の変更はできませんのでご了承ください。
・引換時に窓口でスタンプカードを切り取ります。

ご注意
ください

5カ所

3 色ボールペン ブックカバー スリムマグ

写真はイメージです。デザインは変更となる場合があります。

いしかわの文化施設スタンプラリー

「いしかわ文化施設手帖」掲載の120施設対象
（対象施設一覧をP.82-83に掲載！）

石川県立美術館（金沢市）、石川県立歴史博物館（金沢市）、石川四高記念文化交流館（金沢市）、
石川県西田幾多郎記念哲学館（かほく市）、石川県九谷焼美術館（加賀市）、
石川県七尾美術館（七尾市）、石川県輪島漆芸美術館（輪島市）

記念品引換場所

10カ所 15カ所

10
月
第
3日
曜
日
　
い
し
か
わ
文
化
の
日

2017年度文化推進期間イベントカレンダー
開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ

9/30（土）～11/26（日） 那谷寺と白山信仰 小松市立博物館 小松市 15
9/30（土）～12/3（日） 1917―大正6年の鏡花 泉鏡花記念館 金沢市 16
9/30（土）～12/10（日） 湯涌滞在100年記念特別展Ⅱ「夢二の愛した金沢・湯涌」 金沢湯涌夢二館 金沢市 16
10/1（日）～22（日） 第23回児童生徒きりえ作品展 輪島市もんぜん文化村 輪島市 16
10/1（日）～11/18（土） 書斎の人―拝啓、夏目漱石様。 徳田秋聲記念館 金沢市 16
10/1（日）～11/30（木） 三文豪月間事業 泉鏡花記念館、室生犀星記念館、徳田秋聲記念館ほか 金沢市 31
10/3（火）～11/30（木） 企画展「寺家遺跡と気多大社」 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 16
10/4（水）～12/17（日） やわたの匠展 登窯展示館 小松市 17
10/4（水）～1/8（月・祝） 九谷陶器会社より 九谷焼窯跡展示館 加賀市 17
10/4（水）～1/28（日） 企画展「也風流庵レター」 鈴木大拙館 金沢市 17
10/5（木）～12/5（火） Small Things 小さきもの～掌サイズの生活工芸品～ 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/5（木）～12/6（水） 「国際漆展コレクション展・世界の漆」「うるしが語る、うるしを語る」 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/6（金）～22（日）  重要文化財「加賀郡牓示札」 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/5（日）  県指定文化財 野々江本江寺遺跡出土品 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/7（火） 百工比照Ⅰ 石川県立美術館 金沢市 18
10/6（金）～11/12（日） のと 酒を旅する 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 18
10/6（金）～11/26（日） 21世紀鷹峯フォーラム第3回 in 石川・金沢 百万石ものがたり 工芸の祭典 石川県立美術館、石川県立伝統産業工芸館、金沢21世紀美術館ほか 金沢市 31
10/7（土）～15（日） 50年のあゆみ展 石川県立輪島漆芸技術研修所 輪島市 18
10/7（土）～15（日） 輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同展（輪島） 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 19
10/7（土）～11/26（日） 日本化学工業の基礎を築いた 野口遵 金沢ふるさと偉人館 金沢市 19
10/7（土）～12/3（日） 金箔と日本美術 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 19
10/7（土）～12/17（日） 埴輪群像は何を願うか―祈りの歴史を考える― 小松市埋蔵文化財センター 小松市 19
10/8（日）～22（日） 第12回MOA美術館かほく市児童作品展 うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」 かほく市 19
10/8（日）～29（日） アカデミア金城2017展＋研究生展 金城学園 白山美術館 白山市 20
10/8（日）～11/26（日） 出作りから見る白山 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 20
10/11（水）～16（月） 555年めぐる秋への想い 池坊石川県連合部花展 めいてつエムザ 金沢市 20
10/11（水）～11/30（木）  白山・手取川災害史展 石川ルーツ交流館 白山市 20
10/11（水）～1/21（日） くらしの道具～火の文化展 集う・灯す・暖まる～ 野々市市郷土資料館 野々市市 20
10/13（金）～15（日）  ART_Café@金沢尾張町 町民文化館 金沢市 43
10/13（金）～25（水） 国際漆展・石川2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 21
10/14（土）・15（日） 百万石の菓子文化 いしかわスイーツ博2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 31
10/14（土）～22（日） 第40回美川文化祭 美川文化会館 白山市 31
10/14（土）～29（日） 白山開山1300年記念事業 厳かに高まる白山 木村芳文写真展 市民工房うるわし 白山市 21
10/14（土）～11/12（日） 第6回能登演劇堂ロングラン公演「肝っ玉おっ母と子供たち」 能登演劇堂 七尾市 25
10/15（日） 第6回 one day concert 音さんぽ 小松市立博物館、本陣記念美術館、宮本三郎美術館ほか 小松市 26
10/15（日） いしかわ文化の日記念イベント 能美市根上総合文化会館 能美市 32
10/15（日） 第36回青少年ピアノコンクール 白山市松任学習センター 白山市 26
10/15（日） 企画展「からくり人形＆ロボット体験」 石川県産業展示館 3号館 金沢市 40
10/15（日） 伝統工芸実演（和傘） 金沢湯涌江戸村 金沢市 32
10/15（日） 畳縁の小物づくり 金沢湯涌江戸村 金沢市 40
10/15（日） 余喜ふれあい祭り 羽咋市立余喜小学校 羽咋市 32
10/15（日）・16（月） 0歳からの家族鑑賞会 ミュージアム・スタート 松任中川一政記念美術館 白山市 40
10/15（日）～21（土） 第53回白山市美川美術展 美川文化会館 白山市 21
10/15（日）～22（日） Qu展 加賀市美術館 加賀市 21
10/15（日）～11/5（日） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィーク 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 32
10/17（火） 辻口博啓シェフのスイーツパフォーマンス会 石川県立美術館 金沢市 32
10/17（火）～22（日） 第29回MOA美術館内灘町児童作品展 内灘町役場 内灘町 21
10/17（火）～29（日） 白山開山1300年記念事業「写真展 天と地と白山」 金沢21世紀美術館 金沢市 22
10/17（火）～3/25（日） 木村素衞―西田幾多郎に愛された教育哲学者― 石川県西田幾多郎記念哲学館 かほく市 22
10/18（水）  金沢ナイトミュージアム2017 開館記念夜間開館 鈴木大拙館 金沢市 44
10/18（水）  能登の歴史探訪講座② 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 26
10/18（水）　 オーケストラ・アンサンブル金沢 第394回定期公演フィルハーモニー・シリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 26
10/19（木） 実用筆ペン教室 加賀市美術館 加賀市 40
10/19（木）～22（日）         白山開山1300年記念 第11回白山市小・中学生書道展 市民工房うるわし 白山市 22
10/20（金） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第7回 石川県本多の森庁舎 金沢市 26
10/20（金）～23（月） 第31回能登陶芸展 フォーラム七尾 七尾市 22
10/20（金）・21（土）・27（金）・28（土）、11/2（木）～11/5（日） 金沢城公園・玉泉院丸庭園ライトアップ 金沢城公園 金沢市 44
10/20（金）～11/26（日） 日光社寺建造物の江戸期修理に用いられた漆箔彩色に関する調査報告展示会 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 22
10/20（金）～12/3（日） 庭園の紅葉と秋の名品展＆秋の俳句・短歌募集 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 23
10/21（土） 蒔絵体験しよう 無限庵 加賀市 40
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10/21（土） れきはくゼミナール 石川県立歴史博物館 金沢市 27
10/21（土） バスツアー｢夢二の歩いた金沢をめぐる｣ 金沢湯涌夢二館 金沢市 41
10/21（土） 歴史と伝統文化講演会 尾張町老舗交流館 金沢市 27
10/21（土） 観光客おもてなしスポット「ためしてみまっし」 町民文化館 金沢市 44
10/21（土） サケマルシェ 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 33
10/21（土）・22（日） MOA美術館白山市児童作品展 白山市民交流センター 白山市 23
10/21（土）・22（日） 茶道教室 石川県立能楽堂 別館（対青軒・犀庵） 金沢市 41
10/21（土）・22（日）  絵画と音楽の鑑賞日「モーツァルト！モーツァルト！」 本陣記念美術館 小松市 23
10/21（土）～11/3（金・祝） ののいちマナビィフェスタ2017 文化会館フォルテ、情報交流館カメリア、郷土資料館 野々市市 33
10/21（土）～11/26（日） 白山下山仏と加賀禅定道 白山市立博物館 白山市 23
10/22（日）  「伝承文芸講座」 第2回 金沢文芸館 金沢市 27
10/22（日） 歴史の道探訪 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/22（日） 講演会「漱石とゆかりの金沢人―知の友、心の友」 石川四高記念文化交流館 金沢市 27
10/22（日） 大正時代の鏡花の展望 泉鏡花記念館 金沢市 27
10/22（日） 第27回 工房祭 金沢卯辰山工芸工房 金沢市 33
10/22（日） 平成29年第73回北國俳句大会並びに第37回児童・生徒俳句大会 北國新聞交流ホール 金沢市 23
10/22（日）～11/12（日） 能美市総合文化祭 能美市根上総合文化会館 能美市 33
10/24（火） ふるさとふれあい能登校講座第7回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 28
10/24（火）・27（金）・11/1（水） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィークコンサート 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 28
10/27（金）～11/5（日） 第64回日本伝統工芸展金沢展 石川県立美術館 金沢市 24
10/28（土）  五木寛之文学散歩/2017 金沢文芸館 金沢市 41
10/28（土）  お抹茶クラッシック 無限庵 加賀市 28
10/28（土）  穂がち 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/28（土）  いしかわ伝統芸能体験教室発表会 石川県立能楽堂 本館 金沢市 28
10/28（土）  為末大氏講演会「禅とハードル」 石川県立歴史博物館 金沢市 28
10/28（土）  夏目漱石作『我輩は猫である』朗読会 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
10/28（土）・29（日） 秋の宵 ドウダンツツジのライトアップ 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 44
10/28（土）・29（日） 第14回かほく市生涯学習フェスティバル かほく市河北台健民体育館ほか かほく市 33
10/28（土）・29（日） 金沢ナイトミュージアム 特別夜間開館 前田土佐守家資料館、中村記念美術館、金沢文芸館ほか 金沢市 44
10/28（土）・11/25（土） 解説＋ふれて感じる鑑賞会 錦窯展示館 小松市 42
10/28（土）～11/12（日） 第13回七尾市民文化祭 七尾サンライフプラザほか 七尾市 34
10/28（土）～11/19（日） 第4回加賀市美術展 加賀市美術館 加賀市 24
10/28（土）～11/28（火） 伝統工芸創作人形展 金沢市立中村記念美術館 金沢市 24
10/28（土）～2/4（日） 魯山人と初代須田菁華展 石川県九谷焼美術館 加賀市 24
10/28（土）～4月中旬 能登島ガラスコレクション 新収蔵品展～ガラスのカタチ～ 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 24
10/29（日）  能楽堂探検ツアー 石川県立能楽堂 金沢市 42
10/31（火） 能楽堂スペシャル朗読会 石川県立能楽堂 金沢市 29
11/1（水） 学びの杜ののいち カレード オープニングセレモニー 学びの杜ののいち カレード 野々市市 34
11/1（水） ふるさとふれあい能登校講座第8回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 29
11/1（水）～7（火）   輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同作品展（金沢） 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 25
11/1（水）～19（日） 俳句協会会員展 千代女の里俳句館 白山市 25
11/2（木） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第8回 石川県本多の森庁舎 金沢市 29
11/2（木）・3（金・祝） マナビィフェアin本多の森2017 石川県本多の森庁舎 金沢市 34
11/2（木）・3（金・祝） 珠洲市文化祭 ラポルトすず、珠洲商工会議所、飯田わくわく広場 珠洲市 34
11/2（木）・3（金・祝） 第13回中能登町文化まつり ラピア鹿島、カルチャーセンター飛翔 中能登町 34
11/2（木）・3（金・祝） 宝達志水町文化祭 宝達志水町生涯学習センター「さくらドーム21」 宝達志水町 35
11/2（木）～12/10（日） 2017イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 石川県七尾美術館 七尾市 25
11/3（金・祝） 朗読会 徳田秋聲作『奔流』(抄) 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
11/3（金・祝） 第3回ファミリーカレッジin本多の森 石川県本多の森庁舎 金沢市 35
11/3（金・祝） 古典の日記念事業「朗読『奥の細道』とチェンバロ演奏」 金沢文芸館 金沢市 30
11/3（金・祝） アマデウスLIVE ムービー・オン・クラシック 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 30
11/3（金・祝）  大野俊三ジャズライブin九谷陶芸村 能美市立九谷焼美術館（浅倉五十吉美術館） 能美市 30
11/3（金・祝） 九谷焼上絵付入門講座 石川県立九谷焼技術者自立支援工房 能美市 42
11/3（金・祝） 穴水町文化祭お茶席 のとふれあい文化センター 穴水町 42
11/3（金・祝） 古代米試食 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 42
11/3（金・祝） 勾玉づくり 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 43
11/3（金・祝）・4（土） 羽咋市文化祭 羽咋体育館、コスモアイル羽咋、羽咋すこやかセンターほか 羽咋市 35
11/3（金・祝）・4（土） 穴水町文化祭 のとふれあい文化センター 穴水町 35
11/3（金・祝）～5（日） 第13回志賀町文化祭 志賀町文化ホール、志賀町富来活性化センター 志賀町 35
11/3（金・祝）～5（日） 輪島市民文化祭「あいの風」 輪島市文化会館、門前会館、門前東小学校体育館ほか 輪島市 36
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毎日 クイズラリー 加賀本多博物館 金沢市 36
毎日 繭細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 水引細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 組子コースター制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 37
毎日 蓄音器の聴き比べ実演 金沢蓄音器館 金沢市 37
毎日 金沢五木寛之文庫 金沢文芸館 金沢市  8
毎日 落雁手作り体験 金沢菓子木型美術館 金沢市 37
毎日 大樋焼歴代とゆかりの人々展 大樋美術館 金沢市  8
毎日 粟ヶ崎遊園女優の再現衣装試着体験 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 37
毎日 型おこし体験 登窯展示館 小松市 37
毎日 日本自動車殿堂歴史車展 日本自動車博物館 小松市  9
毎日 ダイヤモンドダストの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 チンダル像の実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 氷のペンダントの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 化石発掘体験 白山恐竜パーク白峰 白山市 38
毎日 御経塚遺跡で古代体験 野々市市ふるさと歴史館 野々市市 38
随時 蹴りロクロを用いた水挽成形体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 九谷五彩を用いた上絵付け体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 手作り体験 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 39
毎週日曜日 自動再演ピアノの実演 金沢蓄音器館 金沢市 39
毎月第3土曜日 土曜日の研究室 加賀市鴨池観察館 加賀市 39
2016/3/28（月）～2018/2/28（水） こしのくに国府スタンプラリー 能登国分寺展示館 七尾市 43
7/1（土）～11/5（日） 女流評伝―おうごんの針をもて文をつくる人々の傳記― 室生犀星記念館 金沢市  9
7/4（火）～10/31（火） 呉竹で白山を知る 呉竹文庫 白山市  9
7/6（木）～10/24（火） 魯山人―コレクション展― 魯山人寓居跡いろは草庵 加賀市  9
7/8（土）～11/26（日） 第23回企画展「冬虫夏草展―昆虫と菌類の不思議な世界―」 石川県立自然史資料館 金沢市  9
7/15（土）～10/22（日） 小濱神社～悠久の歴史を回顧する～ 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 10
7/15（土）～10/22（日）  BODY/DRESS 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 10
7/20（木）～10/23（月） 雪氷写真展「WHITE ICE」 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 10
7/21（金）～10/29（日） 金沢ナイトミュージアム2017 夏秋編・金沢マラソン編 金沢蓄音器館、金沢ふるさと偉人館、金沢くらしの博物館ほか 金沢市 43
7/22（土）～11/7（火） 鉱物と化石 石川県立尾小屋鉱山資料館 小松市 10
7/22（土）～1/8（月） コレクション展2 死なない命 金沢21世紀美術館 金沢市 10
7/29（土）～10/22（日） 工芸セレクションⅠ お茶碗と棗 金沢市立中村記念美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/5（日） 日々の生活―気づきのしるし― 金沢21世紀美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/26（日） 写真で見る戦後の金沢 金沢くらしの博物館 金沢市 11
8/26（土）～10/22（日） 白山の俳句と写真展 千代女の里俳句館 白山市 11
8/30（水）～11/26（日） 八十山雅子・和代 秋展 八十山雅子・和代美術館 小松市 11
9/2（土）～11/5（日） 豪商 銭屋五兵衛と加賀の茶の湯 石川県銭屋五兵衛記念館 金沢市 12
9/2（土）～11/26（日） 中川一政の薔薇―ムーヴマンを描く― 松任中川一政記念美術館 白山市 12
9/3（日）～10/22（日） 奥能登国際芸術祭2017 珠洲市全域 珠洲市 30
9/8（金）～10/22（日） 加賀市美術館名品展 加賀市美術館 加賀市 12
9/9（土）～11/6（月） 没後50年記念 竹園自耕―蒔絵と図案― 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 12
9/10（日）～12/17（日） 2017ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭 石川県立音楽堂、金沢歌劇座、北國新聞赤羽ホールほか 金沢市 31
9/12（火）～11/12（日） 世界を魅了した九谷磁器（ジャパンクタニ） 能美市九谷焼資料館 能美市 12
9/13（水）～10/30（月） 加賀藩の藩校資料 石川県立図書館 金沢市 13
9/16（土）～11/5（日） 秋季特別展「禅の心とかたち―總持寺の至宝―」 石川県立歴史博物館 金沢市 13
9/16（土）～11/12（日） 芳春院まつの書状Ⅱ期 前田土佐守家資料館 金沢市 13
9/16（土）～11/26（日）  企画展「漱石と石川ゆかりの作家たち」 石川四高記念文化交流館 金沢市 13
9/16（土）～12/10（日）  絵画と詩文―東山魁夷を中心に― 本陣記念美術館 小松市 13
9/22（金）～1/14（日） 「加賀八家」の実像 加賀本多博物館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/15（日） 第7回九谷焼伝統工芸士会作品展 石川県九谷焼美術館 加賀市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 燦めきの日本画―石崎光瑤と京都の画家たち― 石川県立美術館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 能州ガ生ミシ名畫 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 所蔵品にみる いしかわの工芸 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～12/3（日） Komatsu Biennale2017 第4回宮本三郎記念デッサン大賞展[明日の表現を拓く] 宮本三郎美術館 小松市 15
9/23（土・祝）～12/3（日） 宮本三郎の絵画世界 宮本三郎ふるさと館 小松市 15
9/23（土・祝）～12/3（日） 生誕110年二代德田八十吉展 錦窯展示館 小松市 15
9/28（木）～11/27（月） 御所と前田家展 歴史博物館重要文化財 成巽閣 金沢市 15

内表 2（P3） 内表 2対向（P4） 内表 3対向（P85） 内表 3（P86）

1．「いしかわ文化の日」「いしかわ文化推進期間」をご存知でしたか。

知っていた　　　　・　　　　知らなかった

2．スタンプラリーはどうでしたか

　　①とても良かった　　②良かった　　③普通　　④良くなかった

　　→よろしければその理由をお聞かせください。

　　→�めぐった文化施設の中で、お気に入りの施設があればご記入ください。

3．スタンプラリーの記念品の満足度をお聞かせください。

　　①満足　　②普通　　③不満

　　→�どんな記念品があるといいと思いますか。よろしければご記入く
ださい。

4．その他、ご意見・ご感想などがありましたら、ご自由にご記入
ください。

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎜
⎝

年　　　齢 10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60歳以上

性　　　別 男　・　女

お 住 ま い 県内（　　　　　　市・町）　・　県外（　　　　　都道府県）

文化施設を
訪れる頻度 年に1～2回　・　月に1～2回　・　週に1～2回

いしかわの文化施設スタンプラリーにご参加いただき、ありがとう
ございます。今後の参考のため、以下のアンケートにご協力をお願
いいたします。
※�該当する選択肢に○を付けてください。また、自由記述欄にご記入ください。

ご協力ありがとうございました

�　86�　85
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オリジナル記念品

石川県内120施設連携

【実施期間】

2017年10月15日（日）～11月3日（金・祝）
　　　　　　　　　　　　　　　　※記念品の交換は2017年11月30日（木）まで

【問合せ】 石川県県民文化スポーツ部文化振興課　TEL 076-225-1371

本手帖で紹介している120カ所の文化施設をめぐってスタンプを集めましょう。入館
時に各施設の窓口へ次頁のスタンプカードを提示していただくとスタンプを押します。
5カ所以上のスタンプを集めたら本手帖を記念品引換施設の窓口（下記参照）へ
お持ちいただくとオリジナル記念品をお渡しします。

・1カ所につき押せるスタンプは1個です。　・各施設の開館時間、休館日は施設ガイドでご確認ください。
・スタンプ設置場所については各施設にお問合せください。　・有料施設は入館料が必要です。
・スタンプカード1枚につき記念品のお渡しは1つです。交換後の変更はできませんのでご了承ください。
・引換時に窓口でスタンプカードを切り取ります。

ご注意
ください

5カ所

3 色ボールペン ブックカバー スリムマグ

写真はイメージです。デザインは変更となる場合があります。

いしかわの文化施設スタンプラリー

「いしかわ文化施設手帖」掲載の120施設対象
（対象施設一覧をP.82-83に掲載！）

石川県立美術館（金沢市）、石川県立歴史博物館（金沢市）、石川四高記念文化交流館（金沢市）、
石川県西田幾多郎記念哲学館（かほく市）、石川県九谷焼美術館（加賀市）、
石川県七尾美術館（七尾市）、石川県輪島漆芸美術館（輪島市）

記念品引換場所

10カ所 15カ所

10
月
第
3日
曜
日
　
い
し
か
わ
文
化
の
日

2017年度文化推進期間イベントカレンダー
開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ

9/30（土）～11/26（日） 那谷寺と白山信仰 小松市立博物館 小松市 15
9/30（土）～12/3（日） 1917―大正6年の鏡花 泉鏡花記念館 金沢市 16
9/30（土）～12/10（日） 湯涌滞在100年記念特別展Ⅱ「夢二の愛した金沢・湯涌」 金沢湯涌夢二館 金沢市 16
10/1（日）～22（日） 第23回児童生徒きりえ作品展 輪島市もんぜん文化村 輪島市 16
10/1（日）～11/18（土） 書斎の人―拝啓、夏目漱石様。 徳田秋聲記念館 金沢市 16
10/1（日）～11/30（木） 三文豪月間事業 泉鏡花記念館、室生犀星記念館、徳田秋聲記念館ほか 金沢市 31
10/3（火）～11/30（木） 企画展「寺家遺跡と気多大社」 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 16
10/4（水）～12/17（日） やわたの匠展 登窯展示館 小松市 17
10/4（水）～1/8（月・祝） 九谷陶器会社より 九谷焼窯跡展示館 加賀市 17
10/4（水）～1/28（日） 企画展「也風流庵レター」 鈴木大拙館 金沢市 17
10/5（木）～12/5（火） Small Things 小さきもの～掌サイズの生活工芸品～ 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/5（木）～12/6（水） 「国際漆展コレクション展・世界の漆」「うるしが語る、うるしを語る」 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/6（金）～22（日）  重要文化財「加賀郡牓示札」 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/5（日）  県指定文化財 野々江本江寺遺跡出土品 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/7（火） 百工比照Ⅰ 石川県立美術館 金沢市 18
10/6（金）～11/12（日） のと 酒を旅する 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 18
10/6（金）～11/26（日） 21世紀鷹峯フォーラム第3回 in 石川・金沢 百万石ものがたり 工芸の祭典 石川県立美術館、石川県立伝統産業工芸館、金沢21世紀美術館ほか 金沢市 31
10/7（土）～15（日） 50年のあゆみ展 石川県立輪島漆芸技術研修所 輪島市 18
10/7（土）～15（日） 輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同展（輪島） 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 19
10/7（土）～11/26（日） 日本化学工業の基礎を築いた 野口遵 金沢ふるさと偉人館 金沢市 19
10/7（土）～12/3（日） 金箔と日本美術 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 19
10/7（土）～12/17（日） 埴輪群像は何を願うか―祈りの歴史を考える― 小松市埋蔵文化財センター 小松市 19
10/8（日）～22（日） 第12回MOA美術館かほく市児童作品展 うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」 かほく市 19
10/8（日）～29（日） アカデミア金城2017展＋研究生展 金城学園 白山美術館 白山市 20
10/8（日）～11/26（日） 出作りから見る白山 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 20
10/11（水）～16（月） 555年めぐる秋への想い 池坊石川県連合部花展 めいてつエムザ 金沢市 20
10/11（水）～11/30（木）  白山・手取川災害史展 石川ルーツ交流館 白山市 20
10/11（水）～1/21（日） くらしの道具～火の文化展 集う・灯す・暖まる～ 野々市市郷土資料館 野々市市 20
10/13（金）～15（日）  ART_Café@金沢尾張町 町民文化館 金沢市 43
10/13（金）～25（水） 国際漆展・石川2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 21
10/14（土）・15（日） 百万石の菓子文化 いしかわスイーツ博2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 31
10/14（土）～22（日） 第40回美川文化祭 美川文化会館 白山市 31
10/14（土）～29（日） 白山開山1300年記念事業 厳かに高まる白山 木村芳文写真展 市民工房うるわし 白山市 21
10/14（土）～11/12（日） 第6回能登演劇堂ロングラン公演「肝っ玉おっ母と子供たち」 能登演劇堂 七尾市 25
10/15（日） 第6回 one day concert 音さんぽ 小松市立博物館、本陣記念美術館、宮本三郎美術館ほか 小松市 26
10/15（日） いしかわ文化の日記念イベント 能美市根上総合文化会館 能美市 32
10/15（日） 第36回青少年ピアノコンクール 白山市松任学習センター 白山市 26
10/15（日） 企画展「からくり人形＆ロボット体験」 石川県産業展示館 3号館 金沢市 40
10/15（日） 伝統工芸実演（和傘） 金沢湯涌江戸村 金沢市 32
10/15（日） 畳縁の小物づくり 金沢湯涌江戸村 金沢市 40
10/15（日） 余喜ふれあい祭り 羽咋市立余喜小学校 羽咋市 32
10/15（日）・16（月） 0歳からの家族鑑賞会 ミュージアム・スタート 松任中川一政記念美術館 白山市 40
10/15（日）～21（土） 第53回白山市美川美術展 美川文化会館 白山市 21
10/15（日）～22（日） Qu展 加賀市美術館 加賀市 21
10/15（日）～11/5（日） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィーク 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 32
10/17（火） 辻口博啓シェフのスイーツパフォーマンス会 石川県立美術館 金沢市 32
10/17（火）～22（日） 第29回MOA美術館内灘町児童作品展 内灘町役場 内灘町 21
10/17（火）～29（日） 白山開山1300年記念事業「写真展 天と地と白山」 金沢21世紀美術館 金沢市 22
10/17（火）～3/25（日） 木村素衞―西田幾多郎に愛された教育哲学者― 石川県西田幾多郎記念哲学館 かほく市 22
10/18（水）  金沢ナイトミュージアム2017 開館記念夜間開館 鈴木大拙館 金沢市 44
10/18（水）  能登の歴史探訪講座② 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 26
10/18（水）　 オーケストラ・アンサンブル金沢 第394回定期公演フィルハーモニー・シリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 26
10/19（木） 実用筆ペン教室 加賀市美術館 加賀市 40
10/19（木）～22（日）         白山開山1300年記念 第11回白山市小・中学生書道展 市民工房うるわし 白山市 22
10/20（金） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第7回 石川県本多の森庁舎 金沢市 26
10/20（金）～23（月） 第31回能登陶芸展 フォーラム七尾 七尾市 22
10/20（金）・21（土）・27（金）・28（土）、11/2（木）～11/5（日） 金沢城公園・玉泉院丸庭園ライトアップ 金沢城公園 金沢市 44
10/20（金）～11/26（日） 日光社寺建造物の江戸期修理に用いられた漆箔彩色に関する調査報告展示会 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 22
10/20（金）～12/3（日） 庭園の紅葉と秋の名品展＆秋の俳句・短歌募集 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 23
10/21（土） 蒔絵体験しよう 無限庵 加賀市 40

開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ
10/21（土） れきはくゼミナール 石川県立歴史博物館 金沢市 27
10/21（土） バスツアー｢夢二の歩いた金沢をめぐる｣ 金沢湯涌夢二館 金沢市 41
10/21（土） 歴史と伝統文化講演会 尾張町老舗交流館 金沢市 27
10/21（土） 観光客おもてなしスポット「ためしてみまっし」 町民文化館 金沢市 44
10/21（土） サケマルシェ 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 33
10/21（土）・22（日） MOA美術館白山市児童作品展 白山市民交流センター 白山市 23
10/21（土）・22（日） 茶道教室 石川県立能楽堂 別館（対青軒・犀庵） 金沢市 41
10/21（土）・22（日）  絵画と音楽の鑑賞日「モーツァルト！モーツァルト！」 本陣記念美術館 小松市 23
10/21（土）～11/3（金・祝） ののいちマナビィフェスタ2017 文化会館フォルテ、情報交流館カメリア、郷土資料館 野々市市 33
10/21（土）～11/26（日） 白山下山仏と加賀禅定道 白山市立博物館 白山市 23
10/22（日）  「伝承文芸講座」 第2回 金沢文芸館 金沢市 27
10/22（日） 歴史の道探訪 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/22（日） 講演会「漱石とゆかりの金沢人―知の友、心の友」 石川四高記念文化交流館 金沢市 27
10/22（日） 大正時代の鏡花の展望 泉鏡花記念館 金沢市 27
10/22（日） 第27回 工房祭 金沢卯辰山工芸工房 金沢市 33
10/22（日） 平成29年第73回北國俳句大会並びに第37回児童・生徒俳句大会 北國新聞交流ホール 金沢市 23
10/22（日）～11/12（日） 能美市総合文化祭 能美市根上総合文化会館 能美市 33
10/24（火） ふるさとふれあい能登校講座第7回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 28
10/24（火）・27（金）・11/1（水） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィークコンサート 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 28
10/27（金）～11/5（日） 第64回日本伝統工芸展金沢展 石川県立美術館 金沢市 24
10/28（土）  五木寛之文学散歩/2017 金沢文芸館 金沢市 41
10/28（土）  お抹茶クラッシック 無限庵 加賀市 28
10/28（土）  穂がち 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/28（土）  いしかわ伝統芸能体験教室発表会 石川県立能楽堂 本館 金沢市 28
10/28（土）  為末大氏講演会「禅とハードル」 石川県立歴史博物館 金沢市 28
10/28（土）  夏目漱石作『我輩は猫である』朗読会 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
10/28（土）・29（日） 秋の宵 ドウダンツツジのライトアップ 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 44
10/28（土）・29（日） 第14回かほく市生涯学習フェスティバル かほく市河北台健民体育館ほか かほく市 33
10/28（土）・29（日） 金沢ナイトミュージアム 特別夜間開館 前田土佐守家資料館、中村記念美術館、金沢文芸館ほか 金沢市 44
10/28（土）・11/25（土） 解説＋ふれて感じる鑑賞会 錦窯展示館 小松市 42
10/28（土）～11/12（日） 第13回七尾市民文化祭 七尾サンライフプラザほか 七尾市 34
10/28（土）～11/19（日） 第4回加賀市美術展 加賀市美術館 加賀市 24
10/28（土）～11/28（火） 伝統工芸創作人形展 金沢市立中村記念美術館 金沢市 24
10/28（土）～2/4（日） 魯山人と初代須田菁華展 石川県九谷焼美術館 加賀市 24
10/28（土）～4月中旬 能登島ガラスコレクション 新収蔵品展～ガラスのカタチ～ 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 24
10/29（日）  能楽堂探検ツアー 石川県立能楽堂 金沢市 42
10/31（火） 能楽堂スペシャル朗読会 石川県立能楽堂 金沢市 29
11/1（水） 学びの杜ののいち カレード オープニングセレモニー 学びの杜ののいち カレード 野々市市 34
11/1（水） ふるさとふれあい能登校講座第8回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 29
11/1（水）～7（火）   輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同作品展（金沢） 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 25
11/1（水）～19（日） 俳句協会会員展 千代女の里俳句館 白山市 25
11/2（木） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第8回 石川県本多の森庁舎 金沢市 29
11/2（木）・3（金・祝） マナビィフェアin本多の森2017 石川県本多の森庁舎 金沢市 34
11/2（木）・3（金・祝） 珠洲市文化祭 ラポルトすず、珠洲商工会議所、飯田わくわく広場 珠洲市 34
11/2（木）・3（金・祝） 第13回中能登町文化まつり ラピア鹿島、カルチャーセンター飛翔 中能登町 34
11/2（木）・3（金・祝） 宝達志水町文化祭 宝達志水町生涯学習センター「さくらドーム21」 宝達志水町 35
11/2（木）～12/10（日） 2017イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 石川県七尾美術館 七尾市 25
11/3（金・祝） 朗読会 徳田秋聲作『奔流』(抄) 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
11/3（金・祝） 第3回ファミリーカレッジin本多の森 石川県本多の森庁舎 金沢市 35
11/3（金・祝） 古典の日記念事業「朗読『奥の細道』とチェンバロ演奏」 金沢文芸館 金沢市 30
11/3（金・祝） アマデウスLIVE ムービー・オン・クラシック 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 30
11/3（金・祝）  大野俊三ジャズライブin九谷陶芸村 能美市立九谷焼美術館（浅倉五十吉美術館） 能美市 30
11/3（金・祝） 九谷焼上絵付入門講座 石川県立九谷焼技術者自立支援工房 能美市 42
11/3（金・祝） 穴水町文化祭お茶席 のとふれあい文化センター 穴水町 42
11/3（金・祝） 古代米試食 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 42
11/3（金・祝） 勾玉づくり 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 43
11/3（金・祝）・4（土） 羽咋市文化祭 羽咋体育館、コスモアイル羽咋、羽咋すこやかセンターほか 羽咋市 35
11/3（金・祝）・4（土） 穴水町文化祭 のとふれあい文化センター 穴水町 35
11/3（金・祝）～5（日） 第13回志賀町文化祭 志賀町文化ホール、志賀町富来活性化センター 志賀町 35
11/3（金・祝）～5（日） 輪島市民文化祭「あいの風」 輪島市文化会館、門前会館、門前東小学校体育館ほか 輪島市 36

開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ

毎日 クイズラリー 加賀本多博物館 金沢市 36
毎日 繭細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 水引細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 組子コースター制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 37
毎日 蓄音器の聴き比べ実演 金沢蓄音器館 金沢市 37
毎日 金沢五木寛之文庫 金沢文芸館 金沢市  8
毎日 落雁手作り体験 金沢菓子木型美術館 金沢市 37
毎日 大樋焼歴代とゆかりの人々展 大樋美術館 金沢市  8
毎日 粟ヶ崎遊園女優の再現衣装試着体験 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 37
毎日 型おこし体験 登窯展示館 小松市 37
毎日 日本自動車殿堂歴史車展 日本自動車博物館 小松市  9
毎日 ダイヤモンドダストの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 チンダル像の実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 氷のペンダントの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 化石発掘体験 白山恐竜パーク白峰 白山市 38
毎日 御経塚遺跡で古代体験 野々市市ふるさと歴史館 野々市市 38
随時 蹴りロクロを用いた水挽成形体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 九谷五彩を用いた上絵付け体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 手作り体験 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 39
毎週日曜日 自動再演ピアノの実演 金沢蓄音器館 金沢市 39
毎月第3土曜日 土曜日の研究室 加賀市鴨池観察館 加賀市 39
2016/3/28（月）～2018/2/28（水） こしのくに国府スタンプラリー 能登国分寺展示館 七尾市 43
7/1（土）～11/5（日） 女流評伝―おうごんの針をもて文をつくる人々の傳記― 室生犀星記念館 金沢市  9
7/4（火）～10/31（火） 呉竹で白山を知る 呉竹文庫 白山市  9
7/6（木）～10/24（火） 魯山人―コレクション展― 魯山人寓居跡いろは草庵 加賀市  9
7/8（土）～11/26（日） 第23回企画展「冬虫夏草展―昆虫と菌類の不思議な世界―」 石川県立自然史資料館 金沢市  9
7/15（土）～10/22（日） 小濱神社～悠久の歴史を回顧する～ 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 10
7/15（土）～10/22（日）  BODY/DRESS 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 10
7/20（木）～10/23（月） 雪氷写真展「WHITE ICE」 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 10
7/21（金）～10/29（日） 金沢ナイトミュージアム2017 夏秋編・金沢マラソン編 金沢蓄音器館、金沢ふるさと偉人館、金沢くらしの博物館ほか 金沢市 43
7/22（土）～11/7（火） 鉱物と化石 石川県立尾小屋鉱山資料館 小松市 10
7/22（土）～1/8（月） コレクション展2 死なない命 金沢21世紀美術館 金沢市 10
7/29（土）～10/22（日） 工芸セレクションⅠ お茶碗と棗 金沢市立中村記念美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/5（日） 日々の生活―気づきのしるし― 金沢21世紀美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/26（日） 写真で見る戦後の金沢 金沢くらしの博物館 金沢市 11
8/26（土）～10/22（日） 白山の俳句と写真展 千代女の里俳句館 白山市 11
8/30（水）～11/26（日） 八十山雅子・和代 秋展 八十山雅子・和代美術館 小松市 11
9/2（土）～11/5（日） 豪商 銭屋五兵衛と加賀の茶の湯 石川県銭屋五兵衛記念館 金沢市 12
9/2（土）～11/26（日） 中川一政の薔薇―ムーヴマンを描く― 松任中川一政記念美術館 白山市 12
9/3（日）～10/22（日） 奥能登国際芸術祭2017 珠洲市全域 珠洲市 30
9/8（金）～10/22（日） 加賀市美術館名品展 加賀市美術館 加賀市 12
9/9（土）～11/6（月） 没後50年記念 竹園自耕―蒔絵と図案― 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 12
9/10（日）～12/17（日） 2017ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭 石川県立音楽堂、金沢歌劇座、北國新聞赤羽ホールほか 金沢市 31
9/12（火）～11/12（日） 世界を魅了した九谷磁器（ジャパンクタニ） 能美市九谷焼資料館 能美市 12
9/13（水）～10/30（月） 加賀藩の藩校資料 石川県立図書館 金沢市 13
9/16（土）～11/5（日） 秋季特別展「禅の心とかたち―總持寺の至宝―」 石川県立歴史博物館 金沢市 13
9/16（土）～11/12（日） 芳春院まつの書状Ⅱ期 前田土佐守家資料館 金沢市 13
9/16（土）～11/26（日）  企画展「漱石と石川ゆかりの作家たち」 石川四高記念文化交流館 金沢市 13
9/16（土）～12/10（日）  絵画と詩文―東山魁夷を中心に― 本陣記念美術館 小松市 13
9/22（金）～1/14（日） 「加賀八家」の実像 加賀本多博物館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/15（日） 第7回九谷焼伝統工芸士会作品展 石川県九谷焼美術館 加賀市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 燦めきの日本画―石崎光瑤と京都の画家たち― 石川県立美術館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 能州ガ生ミシ名畫 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 所蔵品にみる いしかわの工芸 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～12/3（日） Komatsu Biennale2017 第4回宮本三郎記念デッサン大賞展[明日の表現を拓く] 宮本三郎美術館 小松市 15
9/23（土・祝）～12/3（日） 宮本三郎の絵画世界 宮本三郎ふるさと館 小松市 15
9/23（土・祝）～12/3（日） 生誕110年二代德田八十吉展 錦窯展示館 小松市 15
9/28（木）～11/27（月） 御所と前田家展 歴史博物館重要文化財 成巽閣 金沢市 15

内表 2（P3） 内表 2対向（P4） 内表 3対向（P85） 内表 3（P86）

1．「いしかわ文化の日」「いしかわ文化推進期間」をご存知でしたか。

知っていた　　　　・　　　　知らなかった

2．スタンプラリーはどうでしたか

　　①とても良かった　　②良かった　　③普通　　④良くなかった

　　→よろしければその理由をお聞かせください。

　　→�めぐった文化施設の中で、お気に入りの施設があればご記入ください。

3．スタンプラリーの記念品の満足度をお聞かせください。

　　①満足　　②普通　　③不満

　　→�どんな記念品があるといいと思いますか。よろしければご記入く
ださい。

4．その他、ご意見・ご感想などがありましたら、ご自由にご記入
ください。

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎜
⎝

年　　　齢 10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60歳以上

性　　　別 男　・　女

お 住 ま い 県内（　　　　　　市・町）　・　県外（　　　　　都道府県）

文化施設を
訪れる頻度 年に1～2回　・　月に1～2回　・　週に1～2回

いしかわの文化施設スタンプラリーにご参加いただき、ありがとう
ございます。今後の参考のため、以下のアンケートにご協力をお願
いいたします。
※�該当する選択肢に○を付けてください。また、自由記述欄にご記入ください。

ご協力ありがとうございました

�　86�　85
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2017年度文化推進期間イベントカレンダー
開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ

9/30（土）～11/26（日） 那谷寺と白山信仰 小松市立博物館 小松市 15
9/30（土）～12/3（日） 1917―大正6年の鏡花 泉鏡花記念館 金沢市 16
9/30（土）～12/10（日） 湯涌滞在100年記念特別展Ⅱ「夢二の愛した金沢・湯涌」 金沢湯涌夢二館 金沢市 16
10/1（日）～22（日） 第23回児童生徒きりえ作品展 輪島市もんぜん文化村 輪島市 16
10/1（日）～11/18（土） 書斎の人―拝啓、夏目漱石様。 徳田秋聲記念館 金沢市 16
10/1（日）～11/30（木） 三文豪月間事業 泉鏡花記念館、室生犀星記念館、徳田秋聲記念館ほか 金沢市 31
10/3（火）～11/30（木） 企画展「寺家遺跡と気多大社」 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 16
10/4（水）～12/17（日） やわたの匠展 登窯展示館 小松市 17
10/4（水）～1/8（月・祝） 九谷陶器会社より 九谷焼窯跡展示館 加賀市 17
10/4（水）～1/28（日） 企画展「也風流庵レター」 鈴木大拙館 金沢市 17
10/5（木）～12/5（火） Small Things 小さきもの～掌サイズの生活工芸品～ 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/5（木）～12/6（水） 「国際漆展コレクション展・世界の漆」「うるしが語る、うるしを語る」 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/6（金）～22（日）  重要文化財「加賀郡牓示札」 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/5（日）  県指定文化財 野々江本江寺遺跡出土品 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/7（火） 百工比照Ⅰ 石川県立美術館 金沢市 18
10/6（金）～11/12（日） のと 酒を旅する 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 18
10/6（金）～11/26（日） 21世紀鷹峯フォーラム第3回 in 石川・金沢 百万石ものがたり 工芸の祭典 石川県立美術館、石川県立伝統産業工芸館、金沢21世紀美術館ほか 金沢市 31
10/7（土）～15（日） 50年のあゆみ展 石川県立輪島漆芸技術研修所 輪島市 18
10/7（土）～15（日） 輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同展（輪島） 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 19
10/7（土）～11/26（日） 日本化学工業の基礎を築いた 野口遵 金沢ふるさと偉人館 金沢市 19
10/7（土）～12/3（日） 金箔と日本美術 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 19
10/7（土）～12/17（日） 埴輪群像は何を願うか―祈りの歴史を考える― 小松市埋蔵文化財センター 小松市 19
10/8（日）～22（日） 第12回MOA美術館かほく市児童作品展 うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」 かほく市 19
10/8（日）～29（日） アカデミア金城2017展＋研究生展 金城学園 白山美術館 白山市 20
10/8（日）～11/26（日） 出作りから見る白山 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 20
10/11（水）～16（月） 555年めぐる秋への想い 池坊石川県連合部花展 めいてつエムザ 金沢市 20
10/11（水）～11/30（木）  白山・手取川災害史展 石川ルーツ交流館 白山市 20
10/11（水）～1/21（日） くらしの道具～火の文化展 集う・灯す・暖まる～ 野々市市郷土資料館 野々市市 20
10/13（金）～15（日）  ART_Café@金沢尾張町 町民文化館 金沢市 43
10/13（金）～25（水） 国際漆展・石川2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 21
10/14（土）・15（日） 百万石の菓子文化 いしかわスイーツ博2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 31
10/14（土）～22（日） 第40回美川文化祭 美川文化会館 白山市 31
10/14（土）～29（日） 白山開山1300年記念事業 厳かに高まる白山 木村芳文写真展 市民工房うるわし 白山市 21
10/14（土）～11/12（日） 第6回能登演劇堂ロングラン公演「肝っ玉おっ母と子供たち」 能登演劇堂 七尾市 25
10/15（日） 第6回 one day concert 音さんぽ 小松市立博物館、本陣記念美術館、宮本三郎美術館ほか 小松市 26
10/15（日） いしかわ文化の日記念イベント 能美市根上総合文化会館 能美市 32
10/15（日） 第36回青少年ピアノコンクール 白山市松任学習センター 白山市 26
10/15（日） 企画展「からくり人形＆ロボット体験」 石川県産業展示館 3号館 金沢市 40
10/15（日） 伝統工芸実演（和傘） 金沢湯涌江戸村 金沢市 32
10/15（日） 畳縁の小物づくり 金沢湯涌江戸村 金沢市 40
10/15（日） 余喜ふれあい祭り 羽咋市立余喜小学校 羽咋市 32
10/15（日）・16（月） 0歳からの家族鑑賞会 ミュージアム・スタート 松任中川一政記念美術館 白山市 40
10/15（日）～21（土） 第53回白山市美川美術展 美川文化会館 白山市 21
10/15（日）～22（日） Qu展 加賀市美術館 加賀市 21
10/15（日）～11/5（日） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィーク 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 32
10/17（火） 辻口博啓シェフのスイーツパフォーマンス会 石川県立美術館 金沢市 32
10/17（火）～22（日） 第29回MOA美術館内灘町児童作品展 内灘町役場 内灘町 21
10/17（火）～29（日） 白山開山1300年記念事業「写真展 天と地と白山」 金沢21世紀美術館 金沢市 22
10/17（火）～3/25（日） 木村素衞―西田幾多郎に愛された教育哲学者― 石川県西田幾多郎記念哲学館 かほく市 22
10/18（水）  金沢ナイトミュージアム2017 開館記念夜間開館 鈴木大拙館 金沢市 44
10/18（水）  能登の歴史探訪講座② 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 26
10/18（水）　 オーケストラ・アンサンブル金沢 第394回定期公演フィルハーモニー・シリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 26
10/19（木） 実用筆ペン教室 加賀市美術館 加賀市 40
10/19（木）～22（日）         白山開山1300年記念 第11回白山市小・中学生書道展 市民工房うるわし 白山市 22
10/20（金） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第7回 石川県本多の森庁舎 金沢市 27
10/20（金）～23（月） 第31回能登陶芸展 フォーラム七尾 七尾市 22
10/20（金）・21（土）・27（金）・28（土）、11/2（木）～11/5（日） 金沢城公園・玉泉院丸庭園ライトアップ 金沢城公園 金沢市 44
10/20（金）～11/26（日） 日光社寺建造物の江戸期修理に用いられた漆箔彩色に関する調査報告展示会 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 22
10/20（金）～12/3（日） 庭園の紅葉と秋の名品展＆秋の俳句・短歌募集 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 23
10/21（土） 蒔絵体験しよう 無限庵 加賀市 40
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10/21（土） れきはくゼミナール 石川県立歴史博物館 金沢市 27
10/21（土） バスツアー｢夢二の歩いた金沢をめぐる｣ 金沢湯涌夢二館 金沢市 41
10/21（土） 歴史と伝統文化講演会 尾張町老舗交流館 金沢市 27
10/21（土） 観光客おもてなしスポット「ためしてみまっし」 町民文化館 金沢市 44
10/21（土） サケマルシェ 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 33
10/21（土）・22（日） MOA美術館白山市児童作品展 白山市民交流センター 白山市 23
10/21（土）・22（日） 茶道教室 石川県立能楽堂 別館（対青軒・犀庵） 金沢市 41
10/21（土）・22（日）  絵画と音楽の鑑賞日「モーツァルト！モーツァルト！」 本陣記念美術館 小松市 23
10/21（土）～11/3（金・祝） ののいちマナビィフェスタ2017 文化会館フォルテ、情報交流館カメリア、郷土資料館 野々市市 33
10/21（土）～11/26（日） 白山下山仏と加賀禅定道 白山市立博物館 白山市 23
10/22（日）  「伝承文芸講座」 第2回 金沢文芸館 金沢市 27
10/22（日） 歴史の道探訪 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/22（日） 講演会「漱石とゆかりの金沢人―知の友、心の友」 石川四高記念文化交流館 金沢市 27
10/22（日） 大正時代の鏡花の展望 泉鏡花記念館 金沢市 27
10/22（日） 第27回 工房祭 金沢卯辰山工芸工房 金沢市 33
10/22（日） 平成29年第73回北國俳句大会並びに第37回児童・生徒俳句大会 北國新聞交流ホール 金沢市 23
10/22（日）～11/12（日） 能美市総合文化祭 能美市根上総合文化会館 能美市 33
10/24（火） ふるさとふれあい能登校講座第7回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 28
10/24（火）・27（金）・11/1（水） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィークコンサート 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 28
10/27（金）～11/5（日） 第64回日本伝統工芸展金沢展 石川県立美術館 金沢市 24
10/28（土）  五木寛之文学散歩/2017 金沢文芸館 金沢市 41
10/28（土）  お抹茶クラッシック 無限庵 加賀市 28
10/28（土）  穂がち 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/28（土）  いしかわ伝統芸能体験教室発表会 石川県立能楽堂 本館 金沢市 28
10/28（土）  為末大氏講演会「禅とハードル」 石川県立歴史博物館 金沢市 28
10/28（土）  夏目漱石作『我輩は猫である』朗読会 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
10/28（土）・29（日） 秋の宵 ドウダンツツジのライトアップ 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 44
10/28（土）・29（日） 第14回かほく市生涯学習フェスティバル かほく市河北台健民体育館ほか かほく市 33
10/28（土）・29（日） 金沢ナイトミュージアム 特別夜間開館 前田土佐守家資料館、中村記念美術館、金沢文芸館ほか 金沢市 44
10/28（土）・11/25（土） 解説＋ふれて感じる鑑賞会 錦窯展示館 小松市 42
10/28（土）～11/12（日） 第13回七尾市民文化祭 七尾サンライフプラザほか 七尾市 34
10/28（土）～11/19（日） 第4回加賀市美術展 加賀市美術館 加賀市 24
10/28（土）～11/28（火） 伝統工芸創作人形展 金沢市立中村記念美術館 金沢市 24
10/28（土）～2/4（日） 魯山人と初代須田菁華展 石川県九谷焼美術館 加賀市 24
10/28（土）～4月中旬 能登島ガラスコレクション 新収蔵品展～ガラスのカタチ～ 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 24
10/29（日）  能楽堂探検ツアー 石川県立能楽堂 金沢市 42
10/31（火） 能楽堂スペシャル朗読会 石川県立能楽堂 金沢市 29
11/1（水） 学びの杜ののいち カレード オープニングセレモニー 学びの杜ののいち カレード 野々市市 34
11/1（水） ふるさとふれあい能登校講座第8回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 29
11/1（水）～7（火）   輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同作品展（金沢） 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 25
11/1（水）～19（日） 俳句協会会員展 千代女の里俳句館 白山市 25
11/2（木） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第8回 石川県本多の森庁舎 金沢市 29
11/2（木）・3（金・祝） マナビィフェアin本多の森2017 石川県本多の森庁舎 金沢市 34
11/2（木）・3（金・祝） 珠洲市文化祭 ラポルトすず、珠洲商工会議所、飯田わくわく広場 珠洲市 34
11/2（木）・3（金・祝） 第13回中能登町文化まつり ラピア鹿島、カルチャーセンター飛翔 中能登町 34
11/2（木）・3（金・祝） 宝達志水町文化祭 宝達志水町生涯学習センター「さくらドーム21」 宝達志水町 35
11/2（木）～12/10（日） 2017イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 石川県七尾美術館 七尾市 25
11/3（金・祝） 朗読会 徳田秋聲作『奔流』(抄) 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
11/3（金・祝） 第3回ファミリーカレッジin本多の森 石川県本多の森庁舎 金沢市 35
11/3（金・祝） 古典の日記念事業「朗読『奥の細道』とチェンバロ演奏」 金沢文芸館 金沢市 30
11/3（金・祝） アマデウスLIVE ムービー・オン・クラシック 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 30
11/3（金・祝）  大野俊三ジャズライブin九谷陶芸村 能美市立九谷焼美術館（浅倉五十吉美術館） 能美市 30
11/3（金・祝） 九谷焼上絵付入門講座 石川県立九谷焼技術者自立支援工房 能美市 42
11/3（金・祝） 穴水町文化祭お茶席 のとふれあい文化センター 穴水町 42
11/3（金・祝） 古代米試食 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 42
11/3（金・祝） 勾玉づくり 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 43
11/3（金・祝）・4（土） 羽咋市文化祭 羽咋体育館、コスモアイル羽咋、羽咋すこやかセンターほか 羽咋市 35
11/3（金・祝）・4（土） 穴水町文化祭 のとふれあい文化センター 穴水町 35
11/3（金・祝）～5（日） 第13回志賀町文化祭 志賀町文化ホール、志賀町富来活性化センター 志賀町 35
11/3（金・祝）～5（日） 輪島市民文化祭「あいの風」 輪島市文化会館、門前会館、門前東小学校体育館ほか 輪島市 36

開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ

毎日 クイズラリー 加賀本多博物館 金沢市 36
毎日 繭細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 水引細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 組子コースター制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 37
毎日 蓄音器の聴き比べ実演 金沢蓄音器館 金沢市 37
毎日 金沢五木寛之文庫 金沢文芸館 金沢市  8
毎日 落雁手作り体験 金沢菓子木型美術館 金沢市 37
毎日 大樋焼歴代とゆかりの人々展 大樋美術館 金沢市  8
毎日 粟ヶ崎遊園女優の再現衣装試着体験 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 37
毎日 型おこし体験 登窯展示館 小松市 37
毎日 日本自動車殿堂歴史車展 日本自動車博物館 小松市  9
毎日 ダイヤモンドダストの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 チンダル像の実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 氷のペンダントの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 化石発掘体験 白山恐竜パーク白峰 白山市 38
毎日 御経塚遺跡で古代体験 野々市市ふるさと歴史館 野々市市 38
随時 蹴りロクロを用いた水挽成形体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 九谷五彩を用いた上絵付け体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 手作り体験 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 39
毎週日曜日 自動再演ピアノの実演 金沢蓄音器館 金沢市 39
毎月第3土曜日 土曜日の研究室 加賀市鴨池観察館 加賀市 39
2016/3/28（月）～2018/2/28（水） こしのくに国府スタンプラリー 能登国分寺展示館 七尾市 43
7/1（土）～11/5（日） 女流評伝―おうごんの針をもて文をつくる人々の傳記― 室生犀星記念館 金沢市  9
7/4（火）～10/31（火） 呉竹で白山を知る 呉竹文庫 白山市  9
7/6（木）～10/24（火） 魯山人―コレクション展― 魯山人寓居跡いろは草庵 加賀市  9
7/8（土）～11/26（日） 第23回企画展「冬虫夏草展―昆虫と菌類の不思議な世界―」 石川県立自然史資料館 金沢市  9
7/15（土）～10/22（日） 小濱神社～悠久の歴史を回顧する～ 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 10
7/15（土）～10/22（日）  BODY/DRESS 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 10
7/20（木）～10/23（月） 雪氷写真展「WHITE ICE」 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 10
7/21（金）～10/29（日） 金沢ナイトミュージアム2017 夏秋編・金沢マラソン編 金沢蓄音器館、金沢ふるさと偉人館、金沢くらしの博物館ほか 金沢市 43
7/22（土）～11/7（火） 鉱物と化石 石川県立尾小屋鉱山資料館 小松市 10
7/22（土）～1/8（月） コレクション展2 死なない命 金沢21世紀美術館 金沢市 10
7/29（土）～10/22（日） 工芸セレクションⅠ お茶碗と棗 金沢市立中村記念美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/5（日） 日々の生活―気づきのしるし― 金沢21世紀美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/26（日） 写真で見る戦後の金沢 金沢くらしの博物館 金沢市 11
8/26（土）～10/22（日） 白山の俳句と写真展 千代女の里俳句館 白山市 11
8/30（水）～11/26（日） 八十山雅子・和代 秋展 八十山雅子・和代美術館 小松市 11
9/2（土）～11/5（日） 豪商 銭屋五兵衛と加賀の茶の湯 石川県銭屋五兵衛記念館 金沢市 12
9/2（土）～11/26（日） 中川一政の薔薇―ムーヴマンを描く― 松任中川一政記念美術館 白山市 12
9/3（日）～10/22（日） 奥能登国際芸術祭2017 珠洲市全域 珠洲市 30
9/8（金）～10/22（日） 加賀市美術館名品展 加賀市美術館 加賀市 12
9/9（土）～11/6（月） 没後50年記念 竹園自耕―蒔絵と図案― 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 12
9/10（日）～12/17（日） 2017ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭 石川県立音楽堂、金沢歌劇座、北國新聞赤羽ホールほか 金沢市 31
9/12（火）～11/12（日） 世界を魅了した九谷磁器（ジャパンクタニ） 能美市九谷焼資料館 能美市 12
9/13（水）～10/30（月） 加賀藩の藩校資料 石川県立図書館 金沢市 13
9/16（土）～11/5（日） 秋季特別展「禅の心とかたち―總持寺の至宝―」 石川県立歴史博物館 金沢市 13
9/16（土）～11/12（日） 芳春院まつの書状Ⅱ期 前田土佐守家資料館 金沢市 13
9/16（土）～11/26（日）  企画展「漱石と石川ゆかりの作家たち」 石川四高記念文化交流館 金沢市 13
9/16（土）～12/10（日）  絵画と詩文―東山魁夷を中心に― 本陣記念美術館 小松市 13
9/22（金）～1/14（日） 「加賀八家」の実像 加賀本多博物館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/15（日） 第7回九谷焼伝統工芸士会作品展 石川県九谷焼美術館 加賀市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 燦めきの日本画―石崎光瑤と京都の画家たち― 石川県立美術館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 能州ガ生ミシ名畫 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 所蔵品にみる いしかわの工芸 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～12/3（日） Komatsu Biennale2017 第4回宮本三郎記念デッサン大賞展[明日の表現を拓く] 宮本三郎美術館 小松市 15
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9/28（木）～11/27（月） 御所と前田家展 歴史博物館重要文化財 成巽閣 金沢市 15
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　発行後に情報が変更する場合がありますのでご了承ください。

いしかわ文化推進
期間に開催される
178イベントを紹介

10／15?

?11／3
石川県では、平成27年4月に施行された「いしかわ文化振興条例」において、県民
の文化に親しむ機会の充実と文化意識の向上を図るため、毎年10月第3日曜日を
「いしかわ文化の日」、「いしかわ文化の日」から11月3日の文化の日までを「いしかわ
文化推進期間」として定めました。

現在、「いしかわの文化」(http://www.ishikawabunka. 
jp/)では、本手帖掲載のイベント情報をはじめ、文化施
設・文化団体の情報や文化活動支援情報などを掲載し
ています。
本手帖とあわせてぜひご利用ください。

「いしかわ文化の日」
「いしかわ文化推進期間」

ってなに？

ロゴマーク

「いしかわの文化」HP

いしかわ文化の日

いしかわ文化推進期間

今年度は

2017年10月15日（日）

2017年10月15日（日） 
 ～11月3日（金・祝）

（公財）いしかわ県民文化振興基金公式ホームページ

「いしかわの文化」にて文化情報発信中！！

※県内116の文化施設の県民入場無料

6　 
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体験その他 イベント 公演・講演 展覧会展覧会

 日本自動車博物館 　 小松市二ツ梨町一貫山40 

 日本自動車殿堂歴史車展  毎日 
 日本自動車殿堂より歴史車の称号を受けた12台を展示しています。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-43-4343   

   小松市    

 女流評伝－おうごんの針をもて文をつくる人々の傳記－  7/1（土）～11/5（日）    金沢市    

 室生犀星記念館 　 金沢市千日町3-22 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-245-1108   

 女流評伝『黄金の針』に登場する女性作家たちとの交流を紹介します。 

 呉竹文庫 　 白山市湊町ヨ146 

 呉竹で白山を知る  7/4（火）～10/31（火） 
 白山とその他山岳河川に関する本の展示、あわせて呉竹水荘（白山伏流水）
の水でたてた抹茶でおもてなしします。 

    【入場料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-278-6252   

   白山市    

 魯山人－コレクション展－  7/6（木）～10/24（火）    加賀市    

 魯山人寓居跡いろは草庵 　 加賀市山代温泉18-5 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-77-7111   

 魯山人の作品を通して、夏から秋への季節の移ろいを感じられます。 

 石川県立自然史資料館 　 金沢市銚子町リ441 

 第23回企画展「冬虫夏草展－昆虫と菌類の不思議な世界－」  7/8（土）～11/26（日） 
 冬虫夏草とは、昆虫に寄生する珍しい菌類で、食材や漢方薬として利用され
ています。本展では、様々な昆虫とその冬虫夏草の標本、生態写真や図譜な
どの資料を展示します。 

    【開催時間】9:00～17:00（入館は16:30まで）　【参加料】入場無料
【その他】会期中無休 　  【問合せ先】076-229-3450   

   金沢市    

イベントガイド 　9
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体験 その他イベント公演・講演展覧会展覧会

展　覧　会

 金沢文芸館 　 金沢市尾張町1-7-10 

 金沢五木寛之文庫  毎日 
 五木寛之氏の著作品、直筆原稿、愛用品や記念品などのコレクションを通じ
て、氏の生き方や魅力、文学の原点が感じられます。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-263-2444   

   金沢市    

 大樋美術館 　 金沢市橋場町2-17 

 大樋焼歴代とゆかりの人々展  毎日 
 九代、十代を中心とした大樋歴代とゆかりのアーティストの人々が大樋窯
で制作した作品を陳列します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-221-2397   

   金沢市    

8　 イベントガイド

文化イベントガイドの見方
①

⑦⑥
⑤

④

③②

① 開催市町名　② イベント名　③ 開催日　④ イベント概要　
⑤ 開催時間、参加料、問合せ先など　⑥ 開催場所　⑦ 開催場所の住所

小・中学生対象。兼六園周辺文化の森を中心に開催される、多彩な文化体験
メニューに参加しながら、ポイントをためるスタンプラリーです。 このマークが

対象事業です

いしかわ子ども文化体験チャレンジスクール～進め！出世街道2017～

いしかわの文化

イベントガイド
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8　 イベントガイド
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体験その他 イベント 公演・講演 展覧会展覧会

 金沢市立中村記念美術館 　 金沢市本多町3-2-29 

 工芸セレクションⅠ お茶碗と棗
なつめ

  7/29（土）～10/22（日） 
 茶を点てて飲むために欠かせない器である「茶碗」と、抹茶を収める容器で
あると同時に華麗な装飾を持つ「棗」を一挙展示します。 

    【参加料】入館料のみ　【その他】ギャラリートーク10/14（土）、10/18（水） 　  
【問合せ先】076-221-0751   

   金沢市    

 金沢21世紀美術館 　 金沢市広坂1-2-1 

 日々の生活－気づきのしるし－  8/5（土）～11/5（日） 
 デンマークとの外交関係樹立150周年記念の特別事業としての両国のデザ
イナー協働による展覧会を開催します。 

    【参加料】当日料金一般1,000円、大学生・65歳以上の方800円、小中高生400円 　  
【問合せ先】076-220-2800   

   金沢市    

バアウ・モーウンスン《J39》
フレデリシア ファニチャー 1947
Photo:Fredericia Furniture

 金沢くらしの博物館 　 金沢市飛梅町3-31 

 写真で見る戦後の金沢  8/5（土）～11/26（日） 
 戦後の街並みの移り変わりを紹介するために、新資料約100点を展示しま
す。 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-222-5740   

   金沢市    

 千代女の里俳句館 　 白山市殿町310 

 白山の俳句と写真展  8/26（土）～10/22（日） 
 白山市俳句協会会員と少年少女俳句塾塾生の白山をテーマにした「写真と
俳句」作品を展示します。 

    【観覧料】無料 　  【問合せ先】076-276-0819   

   白山市    

 八十山雅子・和代美術館 　 小松市村松町153 

 八十山雅子・和代 秋展  8/30（水）～11/26（日） 
 雅子と和代の作品を春・夏・秋・冬の季節に展示しています。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-43-3458   

   小松市    

イベントガイド 　11
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体験 その他イベント公演・講演展覧会展覧会

 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 　 内灘町字宮坂に455 

 小濱神社～悠久の歴史を回顧する～  7/15（土）～10/22（日） 
 前田利家寄贈とされる槍をはじめ、古文書や彩色古絵図、銅鏡など内灘町で
最も由緒ある小濱神社所蔵の伝来品を展示します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-286-1189   

   内灘町    

 BODY/DRESS  7/15（土）～10/22（日）  

「ガラス亡霊婦人」村山留里子 2006年
高橋コレクション
山本現代 提供

   七尾市    

 石川県能登島ガラス美術館 　 七尾市能登島向田町125-10 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0767-84-1175   

 ガラスという素材、手法を用いて「身体」を強く意識させる作品制作をおこなっている女
性作家による展覧会です。ドレスがモチーフの作品など、美しく、はかなくありながら、
強さをも感じられる様々な作品を展示します。 

 中谷宇吉郎 雪の科学館 　 加賀市潮津町イ106 

 雪氷写真展「WHITE ICE」  7/20（木）～10/23（月） 
 日本雪氷学会会員 藤野丈志氏（株式会社興和）が撮影した、身近にみられ
る雪氷現象を写真で紹介します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-75-3323   

   加賀市    

 石川県立尾小屋鉱山資料館 　 小松市尾小屋町カ1-1 

 鉱物と化石  7/22（土）～11/7（火） 
 小松の珠玉（碧玉、メノウ、水晶、オパール）を構成している珪素（けいそ）と
いう物質は化石を作ることがあります。珠玉でできた神秘的な化石に触れ
て自然の不思議を感じられます。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-67-1122   

   小松市    

 金沢21世紀美術館 　 金沢市広坂1-2-1 

 コレクション展2 死なない命  7/22（土）～1/8（月） 
 「死なない命」をテーマにした作品を選出。新たな生命を造形することの意
味や人工的な自然を生きることの可能性を問いかけます。 

    【参加料】当日（コレクション展のみ）一般360円、大学生・65歳以上の方280円、小
中高生無料 　  

【問合せ先】076-220-2800   

   金沢市    

「エステティック・ポリューション」 椿昇 1990
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バアウ・モーウンスン《J39》
フレデリシア ファニチャー 1947
Photo:Fredericia Furniture
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 石川県立図書館 　 金沢市本多町3-2-15 

 加賀藩の藩校資料  9/13（水）～10/30（月） 
 第15回全国藩校サミット金沢大会開催にちなみ、藩校で使用された教科書
などを展示します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-223-9565   

   金沢市    

 秋季特別展「禅の心とかたち－總持寺の至宝－」  9/16（土）～11/5（日）    金沢市    

 石川県立歴史博物館 　 金沢市出羽町3-1 

    【参加料】一般800円、大学生640円、高校生以下無料　
【その他】展示解説は9/24(日)・10/22（日）13:30～ 　  
【問合せ先】076-262-3236   

 總持寺の至宝を一挙公開します。總持寺は永平寺と並ぶ曹洞宗の大本山で、鎌倉時代の
創建です。あわせて関連寺院の寺宝も多数紹介します。 

 前田土佐守家資料館 　 金沢市片町2-10-17 

 芳春院まつの書状Ⅱ期  9/16（土）～11/12（日） 
 当館所蔵の6点と射水市新湊博物館所蔵の45点をあわせた総点数51点の芳
春院まつの書状を一堂に公開。芳春院まつの人物像および芳春院まつと縁
の深い前田土佐守家の由緒・歴史について紹介します。 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-233-1561   

   金沢市    

 石川四高記念文化交流館 　 金沢市広坂2-2-5 

 企画展「漱石と石川ゆかりの作家たち」  9/16（土）～11/26（日）  
 文豪・夏目漱石の生誕150年の今年、漱石周辺にあった藤岡作太郎、岡栄一
郎、芥川龍之介、泉鏡花など石川県ゆかりの作家たちを取り上げ、漱石との
縁を紹介します。また、漱石宛絵葉書を徳田秋聲記念館と共同で展示します。 

    【参加料】近代文学館入館料のみ　【その他】絵葉書展は10/1（日）～11/19（日） 　  
【問合せ先】076-262-5464   

   金沢市    

 本陣記念美術館 　 小松市丸の内公園町19 

 絵画と詩文－東山魁
か い

夷
い

を中心にー  9/16（土）～12/10（日）  
 東山魁夷、小倉遊亀（ゆき）、荻須高徳、中川一政など、画家たちの絵画作品
と詩文を共に紹介。絵画と文面が織りなす世界から作品をご覧ください。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-22-3384   

   小松市    

「秋装」東山魁夷 1941 年
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 石川県銭屋五兵衛記念館 　 金沢市金石本町ロ55 

 豪商 銭屋五兵衛と加賀の茶の湯  9/2（土）～11/5（日） 
 加賀藩時代の財政を支えた銭屋五兵衛や商人たちが関わった茶道文化を紹
介します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-267-7744   

   金沢市    

 中川一政の薔薇－ムーヴマンを描く－  9/2（土）～11/26（日） 

「薔薇」 中川一政 1982 年

   白山市    

 松任中川一政記念美術館 　 白山市旭町61-1 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-275-7532   

 800点以上の〈薔薇〉を描いた中川一政。「私は薔薇ではなく、ムーヴマンを描いているの
だ」と語る画家の真意を探ります。 

 加賀市美術館 　 加賀市作見町リ1-4 

 加賀市美術館名品展  9/8（金）～10/22（日） 
 主に館蔵品として西出大三（だいぞう）（截金工芸）、山田宗美（鉄打出工芸）、
佐々木泉慶（絵師）、森本仁平（洋画）など加賀市ゆかりの作家の作品を展示
します。 

    【観覧料】一般200円（160円）、75歳以上100円、高校生以下・障がい者の方無料 　  
【問合せ先】0761-72-8787   

   加賀市    

 石川県輪島漆芸美術館 　 輪島市水守町四十苅11 

 没後50年記念 竹園自耕－蒔絵と図案－  9/9（土）～11/6（月） 
 竹園自耕は前大峰とともに輪島で初めて帝展へ入選を果たし、その確かな
蒔絵技術により輪島漆芸の礎を築きました。没後50年の今年、作品とあわ
せて図案などの資料を公開し、作者の創造の世界に迫ります。 

 【開催時間】 9:00～17:00 　   【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0768-22-9788   

   輪島市    

 世界を魅了した九谷磁器（ジャパンクタニ）  9/12（火）～11/12（日） 

撮影 尾見重治

   能美市    

 能美市九谷焼資料館 　 能美市泉台町南56 

    【入場料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-58-6100   

 明治時代、世界を席巻した九谷磁器には古九谷の魂を宿した「絵こそ命」の美学が内包
されていました。東洋のバロックアート九谷磁器に描かれた「鳥」を今、魅（み）せます。 

12　 イベントガイド
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 Komatsu Biennale2017 第4回宮本三郎記念デッサン大賞展［明日の表現を拓く］  9/23（土・祝）～12/3（日） 

大賞 「室内の裸婦」 豊田勝美

   小松市    

 宮本三郎美術館 　 小松市小馬出町5 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-20-3600   

 デッサンの鬼才と呼ばれた宮本三郎を顕彰し誕生した、全国公募のビエンナーレ・デッ
サンコンクール。審査で選ばれた51点の作品を紹介します。 

 宮本三郎ふるさと館 　 小松市松崎町16-1 

 宮本三郎の絵画世界  9/23（土・祝）～12/3（日） 
 宮本三郎が生涯にわたり描いた作品は、自身の感性の変化により、変わり続
けます。それらを年代を追いながら紹介します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-43-3032   

   小松市    

「婦女三容」宮本三郎 1935 年

 生誕110年二代德田八十吉展  9/23（土・祝）～12/3（日）    小松市    

 錦窯展示館 　 小松市大文字町95-1 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-23-2668   

 九谷焼の伝統継承と革新を模索した二代德田八十吉の生誕110年を記念した特別展を
開催します。 

 歴史博物館重要文化財 成巽閣 　 金沢市兼六町1-2 

 御所と前田家展  9/28（木）～11/27（月） 
 前田家三代利常と後水尾天皇より、深まった交流を物語る展示を行います。 

    【参加料】700円（600円） 　  【問合せ先】076-221-0580   

   金沢市    

 小松市立博物館 　 小松市丸の内公園町19 

 那谷寺と白山信仰  9/30（土）～11/26（日） 
 白山開山1300年を記念した特別展「那谷寺と白山信仰」を開催します。 

    【参加料】一般500円 　  【問合せ先】0761-22-0714   

   小松市    

イベントガイド 　15
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体験 その他イベント公演・講演展覧会展覧会

 「加賀八家」の実像  9/22（金）～1/14（日）    金沢市    

 加賀本多博物館 　 金沢市出羽町3-1 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-261-0500   

 百万石を誇る加賀藩前田家の最上層家臣、それが「加賀八家」。平時は藩の年寄役として
藩政を統括し、戦時は軍団長として前田家の精鋭部隊を指揮しました。朝廷から特別に
官位・官職を与えられた、加賀藩の門閥家（もんばつけ）「加賀八家」の実像に迫ります。 

 第7回九谷焼伝統工芸士会作品展  9/23（土・祝）～10/15（日） 

方器「渚の詩」 浅蔵五十吉

   加賀市    

 石川県九谷焼美術館 　 加賀市大聖寺地方町1-10-13 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-72-7466   

 古九谷以来の伝統を受け継ぐ九谷焼の伝統工芸士（経済産業省認定）でつくる「九谷焼
伝統工芸士会」の作品展です。 

 燦
き ら

めきの日本画－石
い し

崎
ざ き

光
こ う

瑤
よ う

と京都の画家たち－  9/23（土・祝）～10/22（日） 

「燦雨」(部分 ) 石崎光瑤
 1919年 福光美術館蔵

   金沢市    

 石川県立美術館 　 金沢市出羽町2-1 

    【参加料】一般1,000円、大学生800円、高校生以下無料 　  【問合せ先】076-231-7580   

 少年期に金沢で日本画を学んだ石崎光瑤。光瑤と同時代の上村松園、土田麦僊（ばくせ
ん）、村上華岳らの作品で京都画壇を紹介します。 

 能州ガ生ミシ名
め い

畫
が

  9/23（土・祝）～10/22（日） 

「善女龍王図」
長谷川信春（等伯）

当館蔵

   七尾市    

 石川県七尾美術館 　 七尾市小丸山台1-1 

    【観覧料】一般500円、大高生350円、中学生以下無料 　  【問合せ先】0767-53-1500   

 能登地方には長谷川等伯（1539～1610）をはじめ、これまで多くの画家たちが活躍して
きました。本展では能登に関連を持つ古今の絵画21点を展示します。「所蔵品にみる い
しかわの工芸」展と同時開催。 

 所蔵品にみる いしかわの工芸  9/23（土・祝）～10/22（日） 

「色絵山水図瓢形大徳利 吉田屋窯」
当館蔵（池田コレクション）

   七尾市    

 石川県七尾美術館 　 七尾市小丸山台1-1 

    【観覧料】「能州ガ生ミシ名畫」展と共通料金 　  【問合せ先】0767-53-1500   

 本年秋に開催される工芸の祭典「21世紀鷹峯フォーラム 石川・金沢」にあわせて実施。
当館所蔵品より、石川県ゆかりの工芸作品を紹介します。企画展「能州ガ生ミシ名畫」と
同時開催です。 

14　 イベントガイド
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 登窯展示館 　 小松市八幡己20-2 

 やわたの匠展  10/4（水）～12/17（日） 
 江戸時代から九谷焼産業で栄えた八幡の地から多くの職人や作家が生まれ
ました。本展では八幡で工房を構える作家たちの上絵付け、染付け作品を紹
介します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0761-47-2898   

   小松市    

 九谷焼窯跡展示館 　 加賀市山代温泉19-101-9 

 九谷陶器会社より  10/4（水）～1/8（月・祝） 
 九谷陶器会社とそこに縁の陶工・窯元の作品を展示します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-77-0020   

   加賀市    

 企画展「也
や

風
ふ う

流
りゅう

庵
あ ん

レター」  10/4（水）～1/28（日）    金沢市    

 鈴木大拙館 　 金沢市本多町3-4-20 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-221-8011   

 禅語「不風流処也風流（ふうりゅうならざるところまたふうりゅう）」にちなみ、大拙は自らの書斎を
「也風流庵」と呼びます。書斎の基本スタイルは「大きな机とその下のコタツ」。京都、鎌倉と住まい
が移る中でも変わらないスタイルの書斎で綴られた、おもに親族宛の手紙を当展では紹介します。 

 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

 Small Things 小さきもの～掌
てのひら

サイズの生活工芸品～  10/5（木）～12/5（火） 
 豆皿など、生活の中で使われる小さな伝統的工芸品を展示し、身近にある伝統工芸を
紹介します。精巧な手仕事によって生み出される手のひらサイズの工芸品が心安らぐ
空間を演出します。現代の生活に溶け込むかわいらしい伝統工芸をお楽しみください。 

    【参加料】入館料のみ　【その他】会期中、10/19（木）、11/16（木）休館日 　  
【問合せ先】076-262-2020   

   金沢市    

 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

 「国際漆展コレクション展・世界の漆」
「うるしが語る、うるしを語る」　　　  10/5（木）～12/6（水） 

 「国際漆展コレクション展・世界の漆」では石川県デザインセンターが所蔵する国際漆展の
過去の出品作品の中から優品を展示します。同時開催の「うるしが語る、うるしを語る」では
県内外の漆産地の新商品を展示するほか、有識者が推薦する優れた漆作品を紹介します。 

    【参加料】入館料のみ　【その他】会期中、10/19（木）、11/16（木）休館日 　  
【問合せ先】076-262-2020   

   金沢市    

イベントガイド 　17
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 1917－大正6年の鏡花  9/30（土）～12/3（日）    金沢市    

 泉鏡花記念館 　 金沢市下新町2-3 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-222-1025   

 今から100年前の大正6年（1917）に発表された、鏡花戯曲の最高峰「天守物語」。代表作
が生まれた“時”を、作家の周辺から見つめ直す展覧会です。 

 湯涌滞在100年記念特別展Ⅱ「夢二の愛した金沢・湯涌」  9/30（土）～12/10（日）    金沢市    

 金沢湯涌夢二館 　 金沢市湯涌町イ144-1 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-235-1112   

 大正6年（1917）に金沢・湯涌を訪れた竹久夢二の湯涌滞在100周年を記念する特別展
です。金沢や湯涌の貴重な個人蔵作品及び新発見の屏風も展示します。 

 輪島市もんぜん文化村 　 輪島市門前町腰細9-29 

 第23回児童生徒きりえ作品展  10/1（日）～10/22（日） 
 輪島市内を中心に県内外からも応募された小中学生によるきりえ作品を展
示します。子ども達の個性あふれる素晴らしい力作ぞろいです。この機会に
ぜひご鑑賞ください。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-45-1916   

   輪島市    

 書斎の人―拝啓、夏目漱石様。  10/1（日）～11/18（土）    金沢市    

 徳田秋聲記念館 　 金沢市東山1-19-1 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-251-4300   

 秋聲が文壇で名をあげるきっかけには漱石の力添えがありました。秋聲のほか、漱石に
宛てた絵葉書などから、文士たちの交流を紹介します。 

 羽咋市歴史民俗資料館 　 羽咋市鶴多町鶴多田38-1 

 企画展「寺家遺跡と気多大社」  10/3（火）～11/30（木） 
 寺家遺跡出土品と気多大社関連資料を展示し、羽咋の歴史を紹介します。
寺家遺跡は、豊富な神祭りの道具が出土し、古代の気多大社の様子を知る
ことができる貴重な遺跡です。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-22-5998   

   羽咋市    

16　 イベントガイド
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が移る中でも変わらないスタイルの書斎で綴られた、おもに親族宛の手紙を当展では紹介します。 

 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

 Small Things 小さきもの～掌
てのひら

サイズの生活工芸品～  10/5（木）～12/5（火） 
 豆皿など、生活の中で使われる小さな伝統的工芸品を展示し、身近にある伝統工芸を
紹介します。精巧な手仕事によって生み出される手のひらサイズの工芸品が心安らぐ
空間を演出します。現代の生活に溶け込むかわいらしい伝統工芸をお楽しみください。 

    【参加料】入館料のみ　【その他】会期中、10/19（木）、11/16（木）休館日 　  
【問合せ先】076-262-2020   

   金沢市    

 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

 「国際漆展コレクション展・世界の漆」
「うるしが語る、うるしを語る」　　　  10/5（木）～12/6（水） 

 「国際漆展コレクション展・世界の漆」では石川県デザインセンターが所蔵する国際漆展の
過去の出品作品の中から優品を展示します。同時開催の「うるしが語る、うるしを語る」では
県内外の漆産地の新商品を展示するほか、有識者が推薦する優れた漆作品を紹介します。 

    【参加料】入館料のみ　【その他】会期中、10/19（木）、11/16（木）休館日 　  
【問合せ先】076-262-2020   

   金沢市    
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 1917－大正6年の鏡花  9/30（土）～12/3（日）    金沢市    

 泉鏡花記念館 　 金沢市下新町2-3 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-222-1025   

 今から100年前の大正6年（1917）に発表された、鏡花戯曲の最高峰「天守物語」。代表作
が生まれた“時”を、作家の周辺から見つめ直す展覧会です。 

 湯涌滞在100年記念特別展Ⅱ「夢二の愛した金沢・湯涌」  9/30（土）～12/10（日）    金沢市    

 金沢湯涌夢二館 　 金沢市湯涌町イ144-1 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-235-1112   

 大正6年（1917）に金沢・湯涌を訪れた竹久夢二の湯涌滞在100周年を記念する特別展
です。金沢や湯涌の貴重な個人蔵作品及び新発見の屏風も展示します。 

 輪島市もんぜん文化村 　 輪島市門前町腰細9-29 

 第23回児童生徒きりえ作品展  10/1（日）～10/22（日） 
 輪島市内を中心に県内外からも応募された小中学生によるきりえ作品を展
示します。子ども達の個性あふれる素晴らしい力作ぞろいです。この機会に
ぜひご鑑賞ください。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-45-1916   

   輪島市    

 書斎の人―拝啓、夏目漱石様。  10/1（日）～11/18（土）    金沢市    

 徳田秋聲記念館 　 金沢市東山1-19-1 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-251-4300   

 秋聲が文壇で名をあげるきっかけには漱石の力添えがありました。秋聲のほか、漱石に
宛てた絵葉書などから、文士たちの交流を紹介します。 

 羽咋市歴史民俗資料館 　 羽咋市鶴多町鶴多田38-1 

 企画展「寺家遺跡と気多大社」  10/3（火）～11/30（木） 
 寺家遺跡出土品と気多大社関連資料を展示し、羽咋の歴史を紹介します。
寺家遺跡は、豊富な神祭りの道具が出土し、古代の気多大社の様子を知る
ことができる貴重な遺跡です。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-22-5998   

   羽咋市    

16　 イベントガイド

XMFRemote_(64517)206358_石川県文化イベントガイド(68206) 

 

(X4_単頁) 

 

13 

 

折 

 

2017/09/20 08:16:30

 



イ
ベ
ン
ト
ガ
イ
ド

体験その他 イベント 公演・講演 展覧会展覧会

 石川県輪島漆芸美術館 　 輪島市水守町四十苅11 

 輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同作品展（輪島）  10/7（土）～15（日） 
 輪島漆芸技術研修所と香川県漆芸研究所の各々の卒業修了生で、現在漆芸
界で活躍を続けている作家達の作品を合同で展示します。 

 【開催時間】 9:00～16:30 　   【入場料】無料 　  【問合せ先】0768-22-7000   

   輪島市    

 金沢ふるさと偉人館 　 金沢市下本多町6-18-4 

 日本化学工業の基礎を築いた 野
の

口
ぐ ち

遵
したがう

  10/7（土）～11/26（日） 
 金沢生まれの実業家でチッソや旭化成を創業したのが野口遵です。日本の
近代化学工業の基礎を築いたともいわれる野口遵の生涯とその業績を紹介
します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-220-2474   

   金沢市    

 金沢市立安江金箔工芸館 　 金沢市東山1-3-10 

 金箔と日本美術  10/7（土）～12/3（日） 
 工芸素材としての金や金箔に着目し、特に金箔を効果的に使った沈金、釉裏
（ゆうり）金彩、截金（きりかね）など、近代から現代にかけて日本国内で制
作された美術、工芸作品を中心に展示します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-251-8950   

   金沢市    

 小松市埋蔵文化財センター 　 小松市原町ト77-8 

 埴輪群像は何を願うか－祈りの歴史を考える－  10/7（土）～12/17（日） 
 重要文化財・矢田野エジリ古墳出土人物埴輪を中心に祈りや祭りの歴史を
考えます。 

    【参加料】一般100円、高校生以下無料 　  【問合せ先】0761-47-5713   

   小松市    

 うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」 　 かほく市白尾ム1-3 

 第12回MOA美術館かほく市児童作品展  10/8（日）～22（日） 
 国内外で実施されている「MOA美術館児童作品展」のうち、かほく市内の小
学生から募集した絵画・書写の作品を展示します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-281-1439  （ MOA美術館かほく市児童作品展実行
委員会 ） 

   かほく市    
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 石川県埋蔵文化財センター 　 金沢市中戸町18-1 

 重要文化財「加賀郡牓示札」  10/6（金）～22（日）  
 津幡町加茂遺跡から出土した平安時代のお触れ書きで、古代の暮らしや勧
農政策などがわかる一級資料の実物を展示・公開します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-229-4477  （ 県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化
財センター ） 

   金沢市    

 石川県埋蔵文化財センター 　 金沢市中戸町18-1 

 県指定文化財 野
の

々
の

江
え

本
ぼ ん

江
こ う

寺
じ

遺跡出土品  10/6（金）～11/5（日）   
 全国的にも珍しい、平安時代の墓地や葬送のあり方をしめす木製板碑と木
製笠塔婆を展示・公開します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-229-4477  （ 県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化
財センター ） 

   金沢市    

 百工比照Ⅰ  10/6（金）～11/7（火）    金沢市    

 石川県立美術館 　 金沢市出羽町2-1 

    【参加料】コレクション展観覧料（一般360円、大学生290円、高校生以下無料）　
【その他】Ⅱ期は11/11（土）～12/17（日） 　  【問合せ先】076-231-7580   

 「百工比照」は、江戸時代前中期にかけての工芸技法とデザインなどを保存し、比較対照
できるようにまとめた見本集成です。各種紙類・木類・色漆類・織物類などを展示します。 

 のと　酒を旅する  10/6（金）～11/12（日）    金沢市    

 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

    【参加料】入館料のみ　【その他】会期中、10/19（木）休館日 　  
【問合せ先】076-262-2020   

 石川県の風土に深く根付いた伝統工芸と、100年以上の長い歴史を受け継いできた石川の多く
の酒蔵は、その歴史や文化の面で密接に関係しています。今年は能登の酒蔵に焦点を当て、酒に
まつわる伝統的工芸品とともに地元に残る希少な酒蔵の歴史やその土地の文化を紹介します。 

 石川県立輪島漆芸技術研修所 　 輪島市釜屋谷町1-30 

 50年のあゆみ展  10/7（土）～15（日） 
 輪島漆芸技術研修所創立50周年記念として、当所の歴代の主任講師（人間
国宝）や、過去の卒業生作品を展示・披露します。 

 【開催時間】 9:00～16:30 　   【入場料】無料 　  【問合せ先】0768-22-7000   

   輪島市    
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 石川県輪島漆芸美術館 　 輪島市水守町四十苅11 

 輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同作品展（輪島）  10/7（土）～15（日） 
 輪島漆芸技術研修所と香川県漆芸研究所の各々の卒業修了生で、現在漆芸
界で活躍を続けている作家達の作品を合同で展示します。 

 【開催時間】 9:00～16:30 　   【入場料】無料 　  【問合せ先】0768-22-7000   

   輪島市    

 金沢ふるさと偉人館 　 金沢市下本多町6-18-4 

 日本化学工業の基礎を築いた 野
の

口
ぐち

遵
したがう

  10/7（土）～11/26（日） 
 金沢生まれの実業家でチッソや旭化成を創業したのが野口遵です。日本の
近代化学工業の基礎を築いたともいわれる野口遵の生涯とその業績を紹介
します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-220-2474   

   金沢市    

 金沢市立安江金箔工芸館 　 金沢市東山1-3-10 

 金箔と日本美術  10/7（土）～12/3（日） 
 工芸素材としての金や金箔に着目し、特に金箔を効果的に使った沈金、釉裏
（ゆうり）金彩、截金（きりかね）など、近代から現代にかけて日本国内で制
作された美術、工芸作品を中心に展示します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-251-8950   

   金沢市    

 小松市埋蔵文化財センター 　 小松市原町ト77-8 

 埴輪群像は何を願うか－祈りの歴史を考える－  10/7（土）～12/17（日） 
 重要文化財・矢田野エジリ古墳出土人物埴輪を中心に祈りや祭りの歴史を
考えます。 

    【参加料】一般100円、高校生以下無料 　  【問合せ先】0761-47-5713   

   小松市    

 うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」 　 かほく市白尾ム1-3 

 第12回MOA美術館かほく市児童作品展  10/8（日）～22（日） 
 国内外で実施されている「MOA美術館児童作品展」のうち、かほく市内の小
学生から募集した絵画・書写の作品を展示します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-281-1439  （ MOA美術館かほく市児童作品展実行
委員会 ） 

   かほく市    
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 石川県埋蔵文化財センター 　 金沢市中戸町18-1 

 重要文化財「加賀郡牓示札」  10/6（金）～22（日）  
 津幡町加茂遺跡から出土した平安時代のお触れ書きで、古代の暮らしや勧
農政策などがわかる一級資料の実物を展示・公開します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-229-4477  （ 県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化
財センター ） 

   金沢市    

 石川県埋蔵文化財センター 　 金沢市中戸町18-1 

 県指定文化財 野
の

々
の

江
え

本
ぼ ん

江
こ う

寺
じ

遺跡出土品  10/6（金）～11/5（日）   
 全国的にも珍しい、平安時代の墓地や葬送のあり方をしめす木製板碑と木
製笠塔婆を展示・公開します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-229-4477  （ 県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化
財センター ） 

   金沢市    

 百工比照Ⅰ  10/6（金）～11/7（火）    金沢市    

 石川県立美術館 　 金沢市出羽町2-1 

    【参加料】コレクション展観覧料（一般360円、大学生290円、高校生以下無料）　
【その他】Ⅱ期は11/11（土）～12/17（日） 　  【問合せ先】076-231-7580   

 「百工比照」は、江戸時代前中期にかけての工芸技法とデザインなどを保存し、比較対照
できるようにまとめた見本集成です。各種紙類・木類・色漆類・織物類などを展示します。 

 のと　酒を旅する  10/6（金）～11/12（日）    金沢市    

 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

    【参加料】入館料のみ　【その他】会期中、10/19（木）休館日 　  
【問合せ先】076-262-2020   

 石川県の風土に深く根付いた伝統工芸と、100年以上の長い歴史を受け継いできた石川の多く
の酒蔵は、その歴史や文化の面で密接に関係しています。今年は能登の酒蔵に焦点を当て、酒に
まつわる伝統的工芸品とともに地元に残る希少な酒蔵の歴史やその土地の文化を紹介します。 

 石川県立輪島漆芸技術研修所 　 輪島市釜屋谷町1-30 

 50年のあゆみ展  10/7（土）～15（日） 
 輪島漆芸技術研修所創立50周年記念として、当所の歴代の主任講師（人間
国宝）や、過去の卒業生作品を展示・披露します。 

 【開催時間】 9:00～16:30 　   【入場料】無料 　  【問合せ先】0768-22-7000   

   輪島市    
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 石川県政記念しいのき迎賓館 　 金沢市広坂2-1-1 

 国際漆展・石川2017  10/13（金）～25（水） 
 漆を用いた新しい生活提案や新しい感性の提案などを広く国内外に求める
ことにより、漆産業の活性化と漆を通じた国際交流の推進、さらには生活文
化の向上を期待して開催します。 
 【開催時間】 10:00～18:00（最終日は17:00まで） 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-267-0365　国際漆展・石川開催委員会  （ 公益財団法人石川県デザ
インセンター内 ） 

   金沢市    

 市民工房うるわし 　 白山市殿町301 

 白山開山1300年記念事業 厳かに高まる白山 木村芳文写真展  10/14（土）～29（日） 
 白山開山1300年を記念して、荘厳に高まる白山の姿をご覧頂けます。最新
のドローンを駆使して撮影された作品も展示されます。 

 【開催時間】 10:00～18:00（入場は17:30まで） 　   【参加料】無料　【その他】木村さんの
ギャラリートーク10/15（日）13:00～、10/22（日）10:00～。23日（月）は写真展休み 　  
【問合せ先】076-274-9573  （ 白山市文化振興課 ） 

   白山市    

 美川文化会館 　 白山市美川中町イ-16-6 

 第53回白山市美川美術展  10/15（日）～21（土） 
 一般から募集した絵画や書道、写真などを展示します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-278-6677  （ 美川美術協会 ） 

   白山市    

 加賀市美術館 　 加賀市作見町リ1-4 

 Qu展  10/15（日）～10/22（日） 
 加賀市内の絵画、造形愛好家が日頃研鑚のため作成した作品を展示します。 

    【観覧料】無料 　  【問合せ先】0761-72-8787   

   加賀市    

 内灘町役場 　 内灘町字大学1-2-1 

 第29回MOA美術館内灘町児童作品展  10/17（火）～22（日） 
 国内外で実施されている「MOA美術館児童作品展」のうち、内灘町内の小学
生から募集した絵画・書写を展示します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-251-5670  （ MOA美術館内灘町児童作品展実行委
員会 ） 

   内灘町    
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体験 その他イベント公演・講演展覧会展覧会

 金城学園 白山美術館 　 白山市河内町吉岡東108-1 

 アカデミア金城2017展＋研究生展  10/8（日）～29（日） 
 金城大学短期大学部美術学科教員と研究生による作品を展示します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-276-4411、076-273-3744   

   白山市    

 石川県立白山ろく民俗資料館 　 白山市白峰リ30 

 出作りから見る白山  10/8（日）～11/26（日） 
 出作りや峠道から見える白山の姿を写真により紹介します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-259-2665   

   白山市    

 めいてつエムザ 　 金沢市武蔵町15-1 

 555年めぐる秋への想い　池坊石川県連合部花展  10/11（水）～16（月） 
 文献で確認されてから今年で555年を迎えた池坊いけ花を、古典から現代
生活にマッチした花型まで一堂に展示します。 

    【参加料】500円、高校生以下無料 　  
【問合せ先】0761-47-2501  （ 華道家元池坊石川県連合支部 ） 

   金沢市    

 石川ルーツ交流館 　 白山市美川南町ヌ138-1 

 白山・手取川災害史展  10/11（水）～11/30（木）  
 白山と手取川の災害の歴史を一覧表にしたパネルを展示し、壮大な自然の
営みを振り返ります。 

    【入場料】無料 　  【問合せ先】076-278-7111   

   白山市    

 野々市市郷土資料館 　 野々市市本町3-19-24 

 くらしの道具～火の文化展 集う・灯す・暖まる～  10/11（水）～1/21（日） 
 人間の生活に欠かすことのできない「火」にまつわる道具を展示・紹介しま
す。 

    【入館料】無料 　  【問合せ先】076-246-2672   

   野々市市    
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 武家屋敷 寺島蔵人邸 　 金沢市大手町10-3 

 庭園の紅葉と秋の名品展＆秋の俳句・短歌募集  10/20（金）～12/3（日） 
 庭園のドウダンツツジなどの紅葉にあわせ、寺島家伝来の名品を展示する
とともに、俳句や短歌を募集します。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-224-2789   

   金沢市    

 白山市民交流センター 　 白山市倉光2-1 

 MOA美術館白山市児童作品展  10/21（土）・22（日） 
 国内外で実施されている「MOA美術館児童作品展」のうち、白山市内の小学
生から募集した絵画・書写の作品を展示します。 

 【開催時間】 10:00～16:00（最終日は15:00まで） 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-276-6372  （ MOA美術館白山市児童作品展実行委員会 ） 

   白山市    

 絵画と音楽の鑑賞日「モーツァルト！モーツァルト！」  10/21（土）・22日（日）  

「明宵」 東山魁夷
 1963 ～ 1965 年頃

   小松市    

 本陣記念美術館 　 小松市丸の内公園町19 

 【開催時間】 9:00～16:00 　   【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-22-3384   

 東山魁夷が好んだモーツァルトの曲が流れる中で美術鑑賞できます。合わせて魁夷自
身の言葉でモーツァルトを紹介します。 

 白山市立博物館 　 白山市西新町168-1 

 白山下山仏と加賀禅定道  10/21（土）～11/26（日） 
 白山から下ろされ、大切に保管されてきた白山下山仏の一部と禅定道に関
する資料を展示します。 

    【観覧料】大人300円、高校生200円、中学生以下無料 　  【問合せ先】076-275-8922   

   白山市    

 北國新聞交流ホール 　 金沢市南町2-1 

 平成29年第73回北國俳句大会並びに第37回児童・生徒俳句大会  10/22（日） 
 事前募集した県内の俳句愛好者や、小・中・高校生の作品を表彰・発表しま
す。 

    【参加料】北國俳句大会：1,500円、児童・生徒俳句大会：無料 　  
【問合せ先】076-233-0655  （ 石川県俳文学協会 ） 

   金沢市    

イベントガイド 　23
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体験 その他イベント公演・講演展覧会展覧会

 金沢21世紀美術館 　 金沢市広坂1丁目2番1号 

 白山開山1300年記念事業「写真展 天と地と白山」  10/17（火）～29（日） 
 白山開山1300年を記念して、写真家木村芳文氏が開発した撮影技術である
「固定追尾合成法」で撮影した白山の自然や、白山の夜空に広がる星など「新
星景写真」を展示します。 

    【参加料】一般500円、小中学生100円 　  
【問合せ先】076-274-9544  （ 白山市観光課 ） 

   金沢市    

 木村素
もと

衞
もり

－西田幾多郎に愛された教育哲学者－  10/17（火）～3/25（日）    かほく市    

 石川県西田幾多郎記念哲学館 　 かほく市内日角井1 

    【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-283-6600   

 加賀市橋立出身で、西田幾多郎の弟子である木村素衞は、長野県下で精力的に活動した
教育哲学者でした。長野に残された木村の遺品や書、西田との手紙などを展示します。 

 市民工房うるわし 　 白山市殿町301 

 白山開山1300年記念 第11回白山市小・中学生書道展  10/19（木）～22（日）         
 白山市内在住の小中学生から書道作品を募集して展示します。 

 【開催時間】 9:00～18:00（最終日は16:00まで） 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-274-2511  （ 白山市書道協会 ） 

   白山市    

 第31回能登陶芸展  10/20（金）～23（月）    七尾市    

 フォーラム七尾 　 七尾市御祓町1（七尾駅前パトリア4階大ホール） 

 【開催時間】 10:00～17:00（ただし、最終日は16:00まで） 　   【入場料】無料 　  
【問合せ先】090-2375-5166  （ 能登陶芸協会事務局 ） 

 能登地域を中心とした陶芸愛好者、小中学生の作品を公募し展示します。 

 金沢市立安江金箔工芸館 　 金沢市東山1-3-10 

 日光社寺建造物の江戸期修理に用いられた漆箔彩色に関する調査報告展示会  10/20（金）～11/26（日） 
 漆箔彩色に関する調査資料パネルおよび復元した彩色手板、甲州金、元禄
金などを展示します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-251-8950   

   金沢市    
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 白山から下ろされ、大切に保管されてきた白山下山仏の一部と禅定道に関
する資料を展示します。 

    【観覧料】大人300円、高校生200円、中学生以下無料 　  【問合せ先】076-275-8922   
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 平成29年第73回北國俳句大会並びに第37回児童・生徒俳句大会  10/22（日） 
 事前募集した県内の俳句愛好者や、小・中・高校生の作品を表彰・発表しま
す。 
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【問合せ先】090-2375-5166  （ 能登陶芸協会事務局 ） 
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体験その他 イベント 公演・講演 展覧会公演・講演 展覧会

 石川県政記念しいのき迎賓館 　 金沢市広坂2-1-1 

 輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同作品展（金沢）  11/1（水）～7（火）   
 輪島漆芸技術研修所と香川県漆芸研究所の各々の卒業修了生で、現在漆芸
界で活躍を続けている作家達の作品を合同で展示します。 

 【開催時間】 10:00～18:00 　   【入場料】無料 　  【問合せ先】0768-22-7000   

   金沢市    

 千代女の里俳句館 　 白山市殿町310 

 俳句協会会員展  11/1（水）～11/19（日） 
 白山市俳句協会会員の作品を展示します。 

    【観覧料】無料 　  【問合せ先】076-276-0819   

   白山市    

 石川県七尾美術館 　 七尾市小丸山台1-1 

 2017イタリア・ボローニャ国際絵本原画展  11/2（木）～12/10（日） 
 イタリアのボローニャ市で開催される絵本原画コンクールは、5枚1組のイラ
ストを審査するもので、イラストレーターの登竜門として知られています。
過去最多の応募数から選ばれた26ヵ国75作家の入選作品を紹介します。 

    【観覧料】一般800円、大高生350円、中学生以下無料 　  【問合せ先】0767-53-1500   

   七尾市    

「クジラのバスにのって」
マーライ・マリアン（ハンガリー）

公演・講演

 第6回能登演劇堂ロングラン公演「肝っ玉おっ母と子供たち」  10/14（土）～11/12（日）    七尾市    

 能登演劇堂 　 七尾市中島町中島上部9 

    【参加料】前売り一般A席7,500円、B席6,500円/高校生以下A席5,500円、B席4,500円。当日 一般
A席8,000円、B席7,000円/高校生以下A席6,000円、Ｂ席5,000円 　  【問合せ先】0767-66-2323   

 喜劇的な要素も沢山あるベルトルト・ブレヒトの異色の反戦劇。1988年の初演から約30
年を経て、その名作に無名塾が再び挑みます。 

イベントガイド 　25

イ
ベ
ン
ト
ガ
イ
ド

体験 その他イベント公演・講演展覧会展覧会

 石川県立美術館 　 金沢市出羽町2-1 

 第64回日本伝統工芸展金沢展  10/27（金）～11/5（日） 
 陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の7部門の展覧会入選作品の
中から、人間国宝や地元作家の作品を中心に展示します。開催期間中には、
記念講演会や人間国宝などによる展示作品の解説を行います。 
 【開催時間】 9:30～18:00（最終日は17:00まで） 　   【参加料】大人600円（500円）、大
学生400円（300円）、高校生以下無料※（　）内は20名以上の団体料金 　  
【問合せ先】076-225-1841  （ 石川県教育委員会文化財課 ） 

   金沢市    

 加賀市美術館 　 加賀市作見町リ1-4 

 第4回加賀市美術展  10/28（土）～11/19（日） 
 加賀市の美術文化を代表する作家の作品を一堂に展示し、市民に観賞の機
会を提供すると共に加賀市の美術文化の資質向上を期す展覧会です。 

    【観覧料】一般400円（320円）、75歳以上200円、高校生以下・障がい者の方無料 　  
【問合せ先】0761-72-8787   

   加賀市    

 金沢市立中村記念美術館 　 金沢市本多町3-2-29 

 伝統工芸創作人形展  10/28（土）～11/28（火） 
 全国の日本工芸会正会員と準会員による人形の展覧会です。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-221-0751   

   金沢市    

 石川県九谷焼美術館 　 加賀市大聖寺地方町1-10-13 

 魯山人と初代須田菁
せ い

華
か

展  10/28（土）～2/4（日） 
 魯山人は、陶芸の師匠は初代須田菁華だと述べています。師弟関係にある菁
華と魯山人の美的世界を、多種多様な作品の数々を通して紹介します。 

    【その他】講演会「魯山人作品を鑑賞する」、講師・山田和氏（作家、魯山人研究家）、日
時・11/12（日）13:30～、料金・聴講無料 　  【問合せ先】0761-72-7466   

   加賀市    

椿文鉢 個人蔵

 能登島ガラスコレクション 新収蔵品展～ガラスのカタチ～  10/28（土）～4月中旬 

「ヴェニス 花瓶」
藤田喬平 1990年頃

石川県能登島ガラス美術館蔵

   七尾市    

 石川県能登島ガラス美術館 　 七尾市能登島向田町125-10 

    【参加料】入館料のみ　【その他】2017年12月以降の休館日についてはお問い合わせください 　  
【問合せ先】0767-84-1175   

 過去4年間で新しく当館の収蔵品となった作品を中心に、現代ガラスの見どころを紹介
する展覧会です。
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 石川県立歴史博物館 　 金沢市出羽町3-1 

 れきはくゼミナール  10/21（土） 
 当館学芸員が石川の歴史や文化に関する話題について、毎回テーマを変え
てお伝えします。 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-262-3236   

   金沢市    

 尾張町老舗交流館 　 金沢市尾張町1-11-11 

 歴史と伝統文化講演会  10/21（土） 
 金沢にお寺が多い歴史的背景についての講演会です。 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-234-6666   

   金沢市    

 金沢文芸館 　 金沢市尾張町1-7-10 

 「伝承文芸講座」 第2回  10/22 （日）  
 講師に藤島秀隆氏を迎え、「戦国乱世を生きた良妻賢母－利家の正室まつ
（芳春院）の生涯－」をテーマとした講座を開催します。 

 【開催時間】 14:00～15:30 　   【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-263-2444   

   金沢市    

 石川四高記念文化交流館 　 金沢市広坂2-2-5 

 講演会「漱石とゆかりの金
かな

沢
ざ わ

人
ひ と

―知の友、心の友」  10/22（日） 
 企画展の内容に関連した、漱石周辺の四高関係者ほか石川県ゆかりの人た
ちについて、上田正行氏（徳田秋聲記念館、室生犀星記念館館長）にお話し
していただきます。 

 【開催時間】 14:00～ 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-262-5464   

   金沢市    

 泉鏡花記念館 　 金沢市下新町2-3 

 大正時代の鏡花の展望  10/22（日） 
 浪漫主義文学の大家として円熟期を迎えた大正期の鏡花を辿ります。講師
は昭和女子大学教授・吉田昌志氏です。 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-222-1025   

   金沢市    

イベントガイド 　27
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 小松市立博物館、本陣記念美術館、宮本三郎美術館ほか 　  

 第6回 one day concert 音さんぽ  10/15（日） 
 芦城公園内施設で時間差で1日中コンサートを実施します。 

 【開催時間】 10:30～16:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】0761-22-0714  （ 小松市立博物館 ） 

   小松市    

 白山市松任学習センター 　 白山市古城町305 

 第36回青少年ピアノコンクール  10/15（日） 
 白山市および近郊に在住の小学生から一般までを対象にしたピアノコン
クールです。 

 【開催時間】 10:00～ 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-275-1601  （ 白山市音楽文化協会 ） 

   白山市    

 石川県立生涯学習センター能登分室 　 輪島市三井町洲衛10-11-1 （能登空港ターミナルビル4F） 

 能登の歴史探訪講座②  10/18（水）  
 能登の歴史を学び、ゆかりの史跡や文物を訪ねて、ふるさとへの理解を深め
ます。 

 【開催時間】 13:30～15:30 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-26-2360   

   輪島市    

 オーケストラ・アンサンブル金沢
第394回定期公演フィルハーモニー・シリーズ  10/18（水）　    金沢市    

 石川県立音楽堂コンサートホール 　 金沢市昭和町20-1 

 【開催時間】  19:00～（18:15開場） 　   【参加料】全席指定　SS席6,000円、S席5,000円、A席4,000
円、B席3,000円、スターライト席1,000円 　  【問合せ先】076-232-8632（チケットボックス）  （ （公
財）石川県音楽文化振興事業団 ） 

 出演者／指揮＆ピアノ：シュテファン・ヴラダー、管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢 
演奏曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲 第21番、ピアノ協奏曲 第24番、交響曲 第41番「ジュ
ピター」 

 ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第7回  10/20（金）    金沢市    

 石川県本多の森庁舎 　 金沢市石引4-17-1 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-223-9572  （ 石川県立生涯学習センター ） 

 石川の歴史や文化などについて知識を深めるふるさと学習10講座の第7回目。かほく市
文化財保護審議会委員・瀬戸薫氏が「上杉謙信と加越能」について講演します。 
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   金沢市    

 泉鏡花記念館 　 金沢市下新町2-3 

 大正時代の鏡花の展望  10/22（日） 
 浪漫主義文学の大家として円熟期を迎えた大正期の鏡花を辿ります。講師
は昭和女子大学教授・吉田昌志氏です。 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】観覧料のみ 　  【問合せ先】076-222-1025   

   金沢市    
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 小松市立博物館、本陣記念美術館、宮本三郎美術館ほか 　  

 第6回 one day concert 音さんぽ  10/15（日） 
 芦城公園内施設で時間差で1日中コンサートを実施します。 

 【開催時間】 10:30～16:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】0761-22-0714  （ 小松市立博物館 ） 

   小松市    

 白山市松任学習センター 　 白山市古城町305 

 第36回青少年ピアノコンクール  10/15（日） 
 白山市および近郊に在住の小学生から一般までを対象にしたピアノコン
クールです。 

 【開催時間】 10:00～ 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-275-1601  （ 白山市音楽文化協会 ） 

   白山市    

 石川県立生涯学習センター能登分室 　 輪島市三井町洲衛10-11-1 （能登空港ターミナルビル4F） 

 能登の歴史探訪講座②  10/18（水）  
 能登の歴史を学び、ゆかりの史跡や文物を訪ねて、ふるさとへの理解を深め
ます。 

 【開催時間】 13:30～15:30 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-26-2360   

   輪島市    

 オーケストラ・アンサンブル金沢
第394回定期公演フィルハーモニー・シリーズ  10/18（水）　    金沢市    

 石川県立音楽堂コンサートホール 　 金沢市昭和町20-1 

 【開催時間】  19:00～（18:15開場） 　   【参加料】全席指定　SS席6,000円、S席5,000円、A席4,000
円、B席3,000円、スターライト席1,000円 　  【問合せ先】076-232-8632（チケットボックス）  （ （公
財）石川県音楽文化振興事業団 ） 

 出演者／指揮＆ピアノ：シュテファン・ヴラダー、管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢 
演奏曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲 第21番、ピアノ協奏曲 第24番、交響曲 第41番「ジュ
ピター」 

 ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第7回  10/20（金）    金沢市    

 石川県本多の森庁舎 　 金沢市石引4-17-1 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-223-9572  （ 石川県立生涯学習センター ） 

 石川の歴史や文化などについて知識を深めるふるさと学習10講座の第7回目。かほく市
文化財保護審議会委員・瀬戸薫氏が「上杉謙信と加越能」について講演します。 

26　 イベントガイド
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 石川四高記念文化交流館 　 金沢市広坂2-2-5 

 夏目漱石作『吾輩は猫である』朗読会  10/28（土） 
 開催中の企画展に関連して、漱石の代表作の一つ『吾輩は猫である』の一部
を、林恒宏氏（ナレーター、語り手、音声言語指導者）の朗読でお聞きいただ
きます。 

 【開催時間】 14:00～ 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-262-5464   

   金沢市    

 能楽堂スペシャル朗読会  10/31（火）    金沢市    

 石川県立能楽堂 　 金沢市石引4-18-3 

 【開催時間】 18:30～20:30頃 　   【参加料】無料　【申込方法】兼六園周辺文化の森活性化推進実行委
員会に電話、もしくは兼六園周辺文化の森HPイベント申込フォーム 　  
【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

 女優の名取裕子さんをお招きし、古典文学を題材にした物語を朗読いただきます。また、
併せて能楽（舞囃子）の公演をお楽しみいただけます。 

 石川県立生涯学習センター能登分室 　 輪島市三井町洲衛10-11-1 （能登空港ターミナルビル4F） 

 ふるさとふれあい能登校講座第8回  11/1（水） 
 「江戸時代 能登のくらしと北前船」について石川県立歴史博物館職員が講
演します。 

 【開催時間】 13:30～15:30 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-26-2360   

   輪島市    

 石川県本多の森庁舎 　 金沢市石引4-17-1 

 ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第8回  11/2（木） 
 石川の歴史や文化などについて知識を深めるふるさと学習10講座の第8回
目。民俗学者・小林忠雄氏が「金沢の風土と暮らしの知恵」について講演し
ます。 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-223-9572  （ 石川県立生涯学習センター ） 

   金沢市    

 石川四高記念文化交流館 　 金沢市広坂2-2-5 

 朗読会 徳田秋聲作『奔流』（抄）  11/3（金・祝） 
 夏目漱石が徳田秋聲に小説を依頼する内容の手紙が、開催中の企画展で展
示されているのに合わせ、その結果書かれた秋聲の作品『奔流』の一部を、
上原一美氏（ナレーター）の朗読でお聞きいただきます。 

 【開催時間】 14:00～ 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-262-5464   

   金沢市    
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 石川県立生涯学習センター能登分室 　 輪島市三井町洲衛10-11-1 （能登空港ターミナルビル4F） 

 ふるさとふれあい能登校講座第7回  10/24（火） 
 「白山の歴史と楽しみ方」について白山自然保護センター専門研究員が講演
します。 

 【開催時間】 13:30～15:30 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-26-2360   

   輪島市    

 兼六園周辺の各文化施設 　  

 兼六園周辺文化の森
秋のミュージアムウィークコンサート  10/24(火)・10/27（金）・11/1（水） 

 ミュージアムウィーク期間中、兼六園周辺の文化施設でミニコンサートを開催します。10/24（火）はサックスと
ピアノ、10/27（金）はフルートとギター、11/1（水）はチェロとピアノと各回様々な音色をお楽しみいただけます。 

 【開催時間】 10/24（火）①14:00～（石川県立歴史博物館）②16:00～（石川県立美術館）、
10/27（金）①16:00～（石川県立歴史博物館）②18:30～（石川四高記念文化交流館）、
11/1（水）①14:00～（石川四高記念文化交流館）②16:00～（石川県立伝統産業工芸館） 　
   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

   金沢市    

 お抹茶クラッシック  10/28（土）    加賀市    

 無限庵 　 加賀市山中温泉下谷町ロ6 

 【開催時間】 14:00～15:30 　   【参加料】当日2,500円、前売り2,000円 　  
【問合せ先】0761-78-0160   

 県指定文化財の書院造りの御殿の間にて、クラッシックを聴きながらお抹茶を楽しめま
す。 

 石川県立能楽堂 本館 　 金沢市石引4-18-3 

 いしかわ伝統芸能体験教室発表会  10/28（土） 
 県内の小中学生を対象とするいしかわ伝統芸能体験教室の受講生による
箏、三味線、日本舞踊、能楽（仕舞）の発表会を開催します。練習の成果をぜ
ひご覧ください。 

 【開催時間】 15:00～16:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-225-1372  （ 石川県文化振興課 ） 

   金沢市    

 為末大氏講演会「禅とハードル」  10/28（土）    金沢市    

 石川県立歴史博物館 　 金沢市出羽町3-1 

 【開催時間】 15:30～17:00 　   【参加料】無料　【申込方法】往復ハガキ（住所・氏名・年齢・電話番
号・人数※1通につき2人まで）、宛先〒920-8580（住所不要）石川県文化振興課「禅とハードル」係　
【締切】10/12（木）必着 　  【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

 秋季特別展「禅の心とかたち－總持寺の至宝－」に合わせ、元陸上（ハードル）選手の為
末大氏による禅をテーマとした講演会を開催します。 

28　 イベントガイド
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 石川四高記念文化交流館 　 金沢市広坂2-2-5 

 夏目漱石作『吾輩は猫である』朗読会  10/28（土） 
 開催中の企画展に関連して、漱石の代表作の一つ『吾輩は猫である』の一部
を、林恒宏氏（ナレーター、語り手、音声言語指導者）の朗読でお聞きいただ
きます。 

 【開催時間】 14:00～ 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-262-5464   

   金沢市    

 能楽堂スペシャル朗読会  10/31（火）    金沢市    

 石川県立能楽堂 　 金沢市石引4-18-3 

 【開催時間】 18:30～20:30頃 　   【参加料】無料　【申込方法】兼六園周辺文化の森活性化推進実行委
員会に電話、もしくは兼六園周辺文化の森HPイベント申込フォーム 　  
【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

 女優の名取裕子さんをお招きし、古典文学を題材にした物語を朗読いただきます。また、
併せて能楽（舞囃子）の公演をお楽しみいただけます。 

 石川県立生涯学習センター能登分室 　 輪島市三井町洲衛10-11-1 （能登空港ターミナルビル4F） 

 ふるさとふれあい能登校講座第8回  11/1（水） 
 「江戸時代 能登のくらしと北前船」について石川県立歴史博物館職員が講
演します。 

 【開催時間】 13:30～15:30 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-26-2360   

   輪島市    

 石川県本多の森庁舎 　 金沢市石引4-17-1 

 ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第8回  11/2（木） 
 石川の歴史や文化などについて知識を深めるふるさと学習10講座の第8回
目。民俗学者・小林忠雄氏が「金沢の風土と暮らしの知恵」について講演し
ます。 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-223-9572  （ 石川県立生涯学習センター ） 

   金沢市    

 石川四高記念文化交流館 　 金沢市広坂2-2-5 

 朗読会 徳田秋聲作『奔流』（抄）  11/3（金・祝） 
 夏目漱石が徳田秋聲に小説を依頼する内容の手紙が、開催中の企画展で展
示されているのに合わせ、その結果書かれた秋聲の作品『奔流』の一部を、
上原一美氏（ナレーター）の朗読でお聞きいただきます。 

 【開催時間】 14:00～ 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-262-5464   

   金沢市    
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 石川県立生涯学習センター能登分室 　 輪島市三井町洲衛10-11-1 （能登空港ターミナルビル4F） 

 ふるさとふれあい能登校講座第7回  10/24（火） 
 「白山の歴史と楽しみ方」について白山自然保護センター専門研究員が講演
します。 

 【開催時間】 13:30～15:30 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-26-2360   

   輪島市    

 兼六園周辺の各文化施設 　  

 兼六園周辺文化の森
秋のミュージアムウィークコンサート  10/24(火)・10/27（金）・11/1（水） 

 ミュージアムウィーク期間中、兼六園周辺の文化施設でミニコンサートを開催します。10/24（火）はサックスと
ピアノ、10/27（金）はフルートとギター、11/1（水）はチェロとピアノと各回様々な音色をお楽しみいただけます。 

 【開催時間】 10/24（火）①14:00～（石川県立歴史博物館）②16:00～（石川県立美術館）、
10/27（金）①16:00～（石川県立歴史博物館）②18:30～（石川四高記念文化交流館）、
11/1（水）①14:00～（石川四高記念文化交流館）②16:00～（石川県立伝統産業工芸館） 　
   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

   金沢市    

 お抹茶クラッシック  10/28（土）    加賀市    

 無限庵 　 加賀市山中温泉下谷町ロ6 

 【開催時間】 14:00～15:30 　   【参加料】当日2,500円、前売り2,000円 　  
【問合せ先】0761-78-0160   

 県指定文化財の書院造りの御殿の間にて、クラッシックを聴きながらお抹茶を楽しめま
す。 

 石川県立能楽堂 本館 　 金沢市石引4-18-3 

 いしかわ伝統芸能体験教室発表会  10/28（土） 
 県内の小中学生を対象とするいしかわ伝統芸能体験教室の受講生による
箏、三味線、日本舞踊、能楽（仕舞）の発表会を開催します。練習の成果をぜ
ひご覧ください。 

 【開催時間】 15:00～16:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-225-1372  （ 石川県文化振興課 ） 

   金沢市    

 為末大氏講演会「禅とハードル」  10/28（土）    金沢市    

 石川県立歴史博物館 　 金沢市出羽町3-1 

 【開催時間】 15:30～17:00 　   【参加料】無料　【申込方法】往復ハガキ（住所・氏名・年齢・電話番
号・人数※1通につき2人まで）、宛先〒920-8580（住所不要）石川県文化振興課「禅とハードル」係　
【締切】10/12（木）必着 　  【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

 秋季特別展「禅の心とかたち－總持寺の至宝－」に合わせ、元陸上（ハードル）選手の為
末大氏による禅をテーマとした講演会を開催します。 

28　 イベントガイド
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 2017ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭  9/10(日)～12/17(日)    金沢市    

 石川県立音楽堂、金沢歌劇座、北國新聞赤羽ホールほか 　  

 【開催時間】 イベントによって異なる 　   【参加料】イベントによって異なる 　  
【問合せ先】076-263-6080  （ 2017ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭実行委員会事務局 ） 

 今年で10回目を迎え、参加団体、公演数ともに過去最多の規模で開催します。伝統芸能
や演奏会、ダンス、展示、講演など、石川県が誇る芸術文化を多彩に展開します。 

 三文豪月間事業  10/1（日）～11/30（木）    金沢市    

 泉鏡花記念館、室生犀星記念館、徳田秋聲記念館ほか 　  

    【参加料】各イベントなどによる 　  【問合せ先】076-220-2190  （ （公財）金沢文化振興財団 ） 

 金沢の三文豪・泉鏡花、徳田秋聲、室生犀星にちなんだイベントを催します。スタンプラ
リー、講演会、朗読会、演奏会、映画上映など多彩なイベントが開かれます。 

 石川県立美術館、石川県立伝統産業工芸館、金沢21世紀美術館ほか 　  

 21世紀鷹峯フォーラム第3回 in 石川・金沢 
百万石ものがたり 工芸の祭典　　　　　　  10/6(金)～11/26(日) 

 「工芸の100年後」を考え、良いものづくりを次世代に繋げていく。この趣旨に賛同し連
携に参加する機関が、会期中多種多様なイベントを関連事業として繰り広げます。京
都・東京に次いで第3回は石川・金沢を舞台に「伝統と現代」をテーマとして開催します。 

 【開催時間】 イベントによって異なる 　   【参加料】イベントによって異なる 　  
【問合せ先】03-3573-3339  （ 21世紀鷹峯フォーラム事務局 ） 

   金沢市    

 石川県政記念しいのき迎賓館 　 金沢市広坂2-1-1 

 百万石の菓子文化 いしかわスイーツ博2017  10/14（土）・15（日） 
 和洋菓子の販売や菓子づくり体験、マジパンケーキや飴細工を展示します。
「菓子」をキーワードに県内を巡るスタンプラリーや菓子文化体験ツアーも
開催します。 

 【開催時間】 10:00～17:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-225-1542  （ 石川県観光企画課 ） 

   金沢市    

 美川文化会館 　 白山市美川中町イ-16-6 

 第40回美川文化祭  10/14（土）～22（日） 
 華道展、お茶席や芸能発表会など期間中に様々なイベントを行います。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-278-6677  （ 美川文化協会 ） 

   白山市    
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体験 その他イベント公演・講演展覧会 イベント公演・講演

 金沢文芸館 　 金沢市尾張町1-7-10 

 古典の日記念事業「朗読『奥の細道』とチェンバロ演奏」  11/3（金・祝） 
 朗読は神田洋子氏、チェンバロ演奏は棒田美江氏です。 

 【開催時間】 14:00～15:30 　   【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-263-2444   

   金沢市    

 アマデウスLIVE ムービー・オン・クラシック  11/3（金・祝）    金沢市    

 石川県立音楽堂コンサートホール 　 金沢市昭和町20-1 

 【開催時間】 13:30～（12:45開場） 　   【参加料】全席指定　S席8,000円 、A席7,000円、B席5,000円 　  
【問合せ先】076-232-8632（チケットボックス）  （ （公財）石川県音楽文化振興事業団 ） 

 ステージ上の大スクリーンでアカデミー賞8部門を受賞した不朽の名作映画「アマデウ
ス」が上映され、全編に流れるモーツァルトの代表作を、オーケストラと合唱団が場面に
合わせて迫真の生演奏をする、圧倒的な感動体験のコンサートです。 

 能美市立九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館） 　 能美市泉台町南1 

 大
お お

野
の

俊
しゅん

三
ぞ う

ジャズライブin九谷陶芸村  11/3（金・祝）  
 世界的ジャズトランぺッター大野俊三氏によるジャズライブ。名工の九谷
焼が並ぶ名建築の空間で、ジャズライブをお楽しみください。 

    【内容】①九谷焼ビッグモニュメント前での地元中学校ブラスバンド部とのコラボ演
奏、②地元奏者との共演も交えたライブ演奏（美術館内）　 【入場料】①無料、②有料 　  
【問合せ先】0761-58-2211  （ 能美市観光交流課 ） 

   能美市    

イ ベ ン ト

 奥能登国際芸術祭2017  9/3（日）～10/22（日）    珠洲市    

 珠洲市全域 　  

    【入場料】全作品を一度見られるパスポートを販売。一般2500円、高校生1,000円、小中学生500円 　  
【問合せ先】0768-82-7720  （ 珠洲市奥能登国際芸術祭推進室 ） 

 11の国と地域から集まった39組の現代アーティストが能登半島の最涯・珠洲市を舞台
に、学校や保育所、銭湯、映画館などを使って、作品を展示します。昼は岬を巡ってアー
ト作品鑑賞を楽しみ、夜は奥能登のキリコ祭り・ヨバレ文化を楽しむことができます。 
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 2017ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭  9/10(日)～12/17(日)    金沢市    

 石川県立音楽堂、金沢歌劇座、北國新聞赤羽ホールほか 　  

 【開催時間】 イベントによって異なる 　   【参加料】イベントによって異なる 　  
【問合せ先】076-263-6080  （ 2017ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭実行委員会事務局 ） 

 今年で10回目を迎え、参加団体、公演数ともに過去最多の規模で開催します。伝統芸能
や演奏会、ダンス、展示、講演など、石川県が誇る芸術文化を多彩に展開します。 

 三文豪月間事業  10/1（日）～11/30（木）    金沢市    

 泉鏡花記念館、室生犀星記念館、徳田秋聲記念館ほか 　  

    【参加料】各イベントなどによる 　  【問合せ先】076-220-2190  （ （公財）金沢文化振興財団 ） 

 金沢の三文豪・泉鏡花、徳田秋聲、室生犀星にちなんだイベントを催します。スタンプラ
リー、講演会、朗読会、演奏会、映画上映など多彩なイベントが開かれます。 

 石川県立美術館、石川県立伝統産業工芸館、金沢21世紀美術館ほか 　  

 21世紀鷹峯フォーラム第3回 in 石川・金沢 
百万石ものがたり 工芸の祭典　　　　　　  10/6(金)～11/26(日) 

 「工芸の100年後」を考え、良いものづくりを次世代に繋げていく。この趣旨に賛同し連
携に参加する機関が、会期中多種多様なイベントを関連事業として繰り広げます。京
都・東京に次いで第3回は石川・金沢を舞台に「伝統と現代」をテーマとして開催します。 

 【開催時間】 イベントによって異なる 　   【参加料】イベントによって異なる 　  
【問合せ先】03-3573-3339  （ 21世紀鷹峯フォーラム事務局 ） 

   金沢市    

 石川県政記念しいのき迎賓館 　 金沢市広坂2-1-1 

 百万石の菓子文化 いしかわスイーツ博2017  10/14（土）・15（日） 
 和洋菓子の販売や菓子づくり体験、マジパンケーキや飴細工を展示します。
「菓子」をキーワードに県内を巡るスタンプラリーや菓子文化体験ツアーも
開催します。 

 【開催時間】 10:00～17:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-225-1542  （ 石川県観光企画課 ） 

   金沢市    

 美川文化会館 　 白山市美川中町イ-16-6 

 第40回美川文化祭  10/14（土）～22（日） 
 華道展、お茶席や芸能発表会など期間中に様々なイベントを行います。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-278-6677  （ 美川文化協会 ） 

   白山市    
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体験 その他イベント公演・講演展覧会 イベント公演・講演

 金沢文芸館 　 金沢市尾張町1-7-10 

 古典の日記念事業「朗読『奥の細道』とチェンバロ演奏」  11/3（金・祝） 
 朗読は神田洋子氏、チェンバロ演奏は棒田美江氏です。 

 【開催時間】 14:00～15:30 　   【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-263-2444   

   金沢市    

 アマデウスLIVE ムービー・オン・クラシック  11/3（金・祝）    金沢市    

 石川県立音楽堂コンサートホール 　 金沢市昭和町20-1 

 【開催時間】 13:30～（12:45開場） 　   【参加料】全席指定　S席8,000円 、A席7,000円、B席5,000円 　  
【問合せ先】076-232-8632（チケットボックス）  （ （公財）石川県音楽文化振興事業団 ） 

 ステージ上の大スクリーンでアカデミー賞8部門を受賞した不朽の名作映画「アマデウ
ス」が上映され、全編に流れるモーツァルトの代表作を、オーケストラと合唱団が場面に
合わせて迫真の生演奏をする、圧倒的な感動体験のコンサートです。 

 能美市立九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館） 　 能美市泉台町南1 

 大
お お

野
の

俊
しゅん

三
ぞ う

ジャズライブin九谷陶芸村  11/3（金・祝）  
 世界的ジャズトランぺッター大野俊三氏によるジャズライブ。名工の九谷
焼が並ぶ名建築の空間で、ジャズライブをお楽しみください。 

    【内容】①九谷焼ビッグモニュメント前での地元中学校ブラスバンド部とのコラボ演
奏、②地元奏者との共演も交えたライブ演奏（美術館内）　 【入場料】①無料、②有料 　  
【問合せ先】0761-58-2211  （ 能美市観光交流課 ） 

   能美市    

イ ベ ン ト

 奥能登国際芸術祭2017  9/3（日）～10/22（日）    珠洲市    

 珠洲市全域 　  

    【入場料】全作品を一度見られるパスポートを販売。一般2500円、高校生1,000円、小中学生500円 　  
【問合せ先】0768-82-7720  （ 珠洲市奥能登国際芸術祭推進室 ） 

 11の国と地域から集まった39組の現代アーティストが能登半島の最涯・珠洲市を舞台
に、学校や保育所、銭湯、映画館などを使って、作品を展示します。昼は岬を巡ってアー
ト作品鑑賞を楽しみ、夜は奥能登のキリコ祭り・ヨバレ文化を楽しむことができます。 
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 石川県政記念しいのき迎賓館 　 金沢市広坂2-1-1 

 サケマルシェ  10/21（土） 
 お酒と食をめぐるお祭り。心地よい空間の中で、ゆったりと流れる時間の中
で、お酒を通して様々なつながりを楽しむ、カジュアルなイベントです。  

 【開催時間】 10:30～17:30 　   【参加料】無料（飲食には専用チケットが必要） 　  
【問合せ先】076-251-2115  （ サケマルシェ実行委員会 ） 

   金沢市    

 文化会館フォルテ、情報交流館カメリア、郷土資料館 　 野々市市三納1-1 

 ののいちマナビィフェスタ2017  10/21（土）～11/3（金・祝） 
 子どもフェスティバル、芸能民謡祭、音楽祭、文化協会展示、茶会、公開文学
講演会、チャリティダンスパーティ、囲碁将棋体験などを行います。 

    【参加料】入場無料（有料あり） 　  【問合せ先】076-227-6116  （ 野々市市生涯学習課 ） 

   野々市市    

 金沢卯辰山工芸工房 　 金沢市卯辰町ト10 

 第27回 工房祭  10/22（日） 
 陶芸・漆芸・染・金工・ガラスの各工房の制作体験や、作品販売など、楽しい
催し物をたくさん用意しています。開催中の特別展もご覧いただけます。 

    【参加料】入場無料（体験参加料別途） 　  【問合せ先】076-251-7286   

   金沢市    

 能美市根上総合文化会館 　 能美市大成町ヌ118 

 能美市総合文化祭  10/22（日）～11/12（日） 
 能美市内で活躍する様々な団体や個人が、展示や公演で日頃の成果を発表
します。能美市文化協会所属の各種団体による合同公演や展示も行います。 

    【入場料】無料 　  【問合せ先】0761-58-2272  （ 能美市生涯学習課 ） 

   能美市    

 かほく市河北台健民体育館ほか 　  

 第14回かほく市生涯学習フェスティバル  10/28（土）・29（日） 
 市文化協会や各種サークル所属の市民による作品展示、芸能発表などを行
い、日頃の生涯学習活動の成果を発表します。 

 【開催時間】 10/28（土）9:00～17:00、29（日）9:00～16:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-283-7137  （ かほく市教育委員会生涯学習課 ） 

   かほく市    

イベントガイド 　33
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 いしかわ文化の日記念イベント  10/15（日） 

宮本亜門氏

   能美市    

 能美市根上総合文化会館 　 能美市大成町ヌ118 

 【開催時間】 14:30～16:30 　   【参加料】無料　【申込方法】往復ハガキ（住所・氏名・電話番号・人数
※1通につき4人まで）、宛先〒920-8580（住所不要）石川県文化振興課「いしかわ文化の日記念イ
ベント」係宛　【締切】9/29（金）必着 　  【問合せ先】076-225-1371  （ 石川県文化振興課 ） 

 今年で3回目を迎える「いしかわ文化の日」。「文化」をより身近に感じられるよう、金沢
ジュニア・ジャズ・オーケストラ JAZZ21と手取亢龍（こうりゅう）若鮎組の迫力あるス
テージや、演出家・宮本亜門氏によるトークショーを開催します。 

 金沢湯涌江戸村 　 金沢市湯涌荒屋町35-1 

 伝統工芸実演（和傘）  10/15（日） 
 山田ひろみ氏（和傘明兎）が実演するなか、骨のつなぎや、紙を張るところ、
かがり糸を通すところなど、間近で見ることができます。色とりどりの和傘
の展示もあります。 

 【開催時間】 10:00～12:00、13:00～17:00 　   【参加料】入園料のみ 　  
【問合せ先】076-235-1267   

   金沢市    

 羽咋市立余喜小学校 　 羽咋市大町コ部42 

 余喜ふれあい祭り  10/15（日） 
 地域住民による作品展や子どもたちによる歌や踊りを発表します。 

 【開催時間】 9:00～15:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】0767-26-0254  （ 余喜ふれあい祭り実行委員会 ） 

   羽咋市    

 兼六園周辺の各文化施設 　  

 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィーク  10/15（日）～11/5（日） 
 石川県立美術館や石川県立歴史博物館、石川県立能楽堂、石川四高記念文
化交流館など、兼六園周辺の各文化施設で多彩な文化イベントを集中的に
開催します。 

    【参加料】日により異なる 　  
【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

   金沢市    

 辻
つ じ

口
ぐ ち

博
ひ ろ

啓
の ぶ

シェフのスイーツパフォーマンス会  10/17（火）    金沢市    

 石川県立美術館 　 金沢市出羽町2-1 

 【開催時間】 14:00～15:30 　   【参加料】1,000円　【申込方法】往復ハガキ（住所・氏名・年齢・電話番号・人数※
1通につき2人まで）、宛先〒920-8580（住所不要）石川県文化振興課「辻口博啓シェフのスイーツパフォーマ
ンス会」係　【締切】9/28（木）必着 　  【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

 石川県出身で、世界的に活躍するパティシエの辻口氏が目の前でスイーツをデコレー
ションするほか、自身の活動などについて講演します。 
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 石川県政記念しいのき迎賓館 　 金沢市広坂2-1-1 

 サケマルシェ  10/21（土） 
 お酒と食をめぐるお祭り。心地よい空間の中で、ゆったりと流れる時間の中
で、お酒を通して様々なつながりを楽しむ、カジュアルなイベントです。  

 【開催時間】 10:30～17:30 　   【参加料】無料（飲食には専用チケットが必要） 　  
【問合せ先】076-251-2115  （ サケマルシェ実行委員会 ） 

   金沢市    

 文化会館フォルテ、情報交流館カメリア、郷土資料館 　 野々市市三納1-1 

 ののいちマナビィフェスタ2017  10/21（土）～11/3（金・祝） 
 子どもフェスティバル、芸能民謡祭、音楽祭、文化協会展示、茶会、公開文学
講演会、チャリティダンスパーティ、囲碁将棋体験などを行います。 

    【参加料】入場無料（有料あり） 　  【問合せ先】076-227-6116  （ 野々市市生涯学習課 ） 

   野々市市    

 金沢卯辰山工芸工房 　 金沢市卯辰町ト10 

 第27回 工房祭  10/22（日） 
 陶芸・漆芸・染・金工・ガラスの各工房の制作体験や、作品販売など、楽しい
催し物をたくさん用意しています。開催中の特別展もご覧いただけます。 

    【参加料】入場無料（体験参加料別途） 　  【問合せ先】076-251-7286   

   金沢市    

 能美市根上総合文化会館 　 能美市大成町ヌ118 

 能美市総合文化祭  10/22（日）～11/12（日） 
 能美市内で活躍する様々な団体や個人が、展示や公演で日頃の成果を発表
します。能美市文化協会所属の各種団体による合同公演や展示も行います。 

    【入場料】無料 　  【問合せ先】0761-58-2272  （ 能美市生涯学習課 ） 

   能美市    

 かほく市河北台健民体育館ほか 　  

 第14回かほく市生涯学習フェスティバル  10/28（土）・29（日） 
 市文化協会や各種サークル所属の市民による作品展示、芸能発表などを行
い、日頃の生涯学習活動の成果を発表します。 

 【開催時間】 10/28（土）9:00～17:00、29（日）9:00～16:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-283-7137  （ かほく市教育委員会生涯学習課 ） 

   かほく市    
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 いしかわ文化の日記念イベント  10/15（日） 

宮本亜門氏

   能美市    

 能美市根上総合文化会館 　 能美市大成町ヌ118 

 【開催時間】 14:30～16:30 　   【参加料】無料　【申込方法】往復ハガキ（住所・氏名・電話番号・人数
※1通につき4人まで）、宛先〒920-8580（住所不要）石川県文化振興課「いしかわ文化の日記念イ
ベント」係宛　【締切】9/29（金）必着 　  【問合せ先】076-225-1371  （ 石川県文化振興課 ） 

 今年で3回目を迎える「いしかわ文化の日」。「文化」をより身近に感じられるよう、金沢
ジュニア・ジャズ・オーケストラ JAZZ21と手取亢龍（こうりゅう）若鮎組の迫力あるス
テージや、演出家・宮本亜門氏によるトークショーを開催します。 

 金沢湯涌江戸村 　 金沢市湯涌荒屋町35-1 

 伝統工芸実演（和傘）  10/15（日） 
 山田ひろみ氏（和傘明兎）が実演するなか、骨のつなぎや、紙を張るところ、
かがり糸を通すところなど、間近で見ることができます。色とりどりの和傘
の展示もあります。 

 【開催時間】 10:00～12:00、13:00～17:00 　   【参加料】入園料のみ 　  
【問合せ先】076-235-1267   

   金沢市    

 羽咋市立余喜小学校 　 羽咋市大町コ部42 

 余喜ふれあい祭り  10/15（日） 
 地域住民による作品展や子どもたちによる歌や踊りを発表します。 

 【開催時間】 9:00～15:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】0767-26-0254  （ 余喜ふれあい祭り実行委員会 ） 

   羽咋市    

 兼六園周辺の各文化施設 　  

 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィーク  10/15（日）～11/5（日） 
 石川県立美術館や石川県立歴史博物館、石川県立能楽堂、石川四高記念文
化交流館など、兼六園周辺の各文化施設で多彩な文化イベントを集中的に
開催します。 

    【参加料】日により異なる 　  
【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

   金沢市    
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シェフのスイーツパフォーマンス会  10/17（火）    金沢市    

 石川県立美術館 　 金沢市出羽町2-1 

 【開催時間】 14:00～15:30 　   【参加料】1,000円　【申込方法】往復ハガキ（住所・氏名・年齢・電話番号・人数※
1通につき2人まで）、宛先〒920-8580（住所不要）石川県文化振興課「辻口博啓シェフのスイーツパフォーマ
ンス会」係　【締切】9/28（木）必着 　  【問合せ先】076-225-1371  （ 兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会 ） 

 石川県出身で、世界的に活躍するパティシエの辻口氏が目の前でスイーツをデコレー
ションするほか、自身の活動などについて講演します。 
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 宝達志水町生涯学習センター「さくらドーム21」 　 宝達志水町子浦そ18-1 

 宝達志水町文化祭  11/2（木）・3（金・祝） 
 宝達志水町功労者顕彰式、宝達志水町文化協会による芸能発表会を開催し
ます。各種作品を展示します。 

 【開催時間】 11/2（木）9:00～17:00、3（金）9:00～16:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】0767-29-8320  （ 宝達志水町生涯学習課 ） 

   宝達志水町    

 第3回ファミリーカレッジin本多の森  11/3（金・祝）    金沢市    

 石川県本多の森庁舎 　 金沢市石引4-17-1 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】無料　【定員】100組　【申込方法】抽選。メールでkendai@
pref.ishikawa.lg.jpへ(件名「第3回ファミリー・カレッジin本多の森希望」、郵便番号・住所、電話番
号、保護者氏名・ふりがな・性別・年代、こども氏名・ふりがな・性別・学校名・学年)　【締切】9/29
（金） 　  【問合せ先】076-223-9572  （ 石川県立生涯学習センター ） 

 親子で「ようかい体操第一」などを振付師のラッキィ池田氏と一緒に楽しく踊ります。 

 羽咋体育館、コスモアイル羽咋、羽咋すこやかセンターほか 　  

 羽咋市文化祭  11/3（金・祝）・4（土） 
 羽咋市の文化団体および一般参加者による作品展や芸能祭、音楽祭などを
各会場で開催します。また、模擬店やフリーマーケットなどの催しも行いま
す。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-22-9331  （ 羽咋市生涯学習課 ） 

   羽咋市    

 のとふれあい文化センター 　 穴水町内浦5-28-3 

 穴水町文化祭  11/3（金・祝）・4日（土） 
 文化活動を行なっている町内各種団体の芸能発表や作品展示など、参加を
通して交流の輪を広げています。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-52-3401  （ 穴水町文化協会 ） 

   穴水町    

 志賀町文化ホール、志賀町富来活性化センター 　  

 第13回志賀町文化祭  11/3（金・祝）～5（日） 
 文化の日記念式典・記念講演・舞台アトラクション、各種展示などを開催し
ます。 

    【開催期間】3日（金・祝）式典・記念講演・舞台アトラクション（志賀町文化ホール）、
　　　　　3日（金・祝）～5日（日）各種展示
【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-32-9350  （ 志賀町教育委員会生涯学習課 ） 

   志賀町    
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 七尾サンライフプラザほか 　 七尾市本府中町ヲ部38 

 第13回七尾市民文化祭  10/28（土）～11/12（日） 
 日頃の文化活動（芸能発表・作品展示・お茶会など）の発表をとおして、七尾、
中島、田鶴浜、能登島支部ごとに、当協会所属90団体が市民の文化活動の推
進と世代間交流を図ります。 

    【観覧料】無料（お茶席は有料） 　  【問合せ先】0767-53-0596  （ 七尾市文化協会 ） 

   七尾市    

 学びの杜ののいちカレード 　 野々市市太平寺156 

 学びの杜ののいちカレード オープニングセレモニー  11/1（水） 
 野々市市に図書館と市民学習を融合させた新しいスタイルの生涯学習施設
が11月1日にオープンします。蔵書数も大幅に増え、夜間も開館するのでお
仕事帰りも利用できます。 

 【開催時間】 10:00～ 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-227-6116  （ 野々市市生涯学習課 ） 

   野々市市    

 石川県本多の森庁舎 　 金沢市石引4-17-1 

 マナビィフェアin本多の森2017  11/2（木）・3（金・祝） 
 生涯学習センターの取り組みについて催事コーナーを設けて紹介します。
講演会、映画上映会、作品展示などを行います。 

 【開催時間】 11/2（木）13:00～18:00、3（金・祝）9:00～18:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-223-9574  （ 石川県立生涯学習センター ） 

   金沢市    

 ラポルトすず、珠洲商工会議所、飯田わくわく広場 　  

 珠洲市文化祭  11/2（木）・3（金・祝） 
 お茶席・生花展などの芸術展と民謡・舞踊などの芸能まつり。市内の芸術芸
能文化団体による美の祭典です。 

 【開催時間】 芸術展9:00～16:00、芸能まつり（11/3（金・祝）のみ）9:00～16:00 　   
【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-82-7826  （ 珠洲市文化協会 ） 

   珠洲市    

 ラピア鹿島、カルチャーセンター飛翔 　 中能登町能登部下134-1 

 第13回中能登町文化まつり  11/2（木）・3（金・祝） 
 保育園、小・中学校、文化協会加盟団体、老人会連合会などの作品展示が2
会場で行われます。また、芸能発表会や記念講演会、お茶席などの催しもあ
ります。 

 【開催時間】  9:00～17:00 　   【参加料】無料（お茶席は有料） 　  
【問合せ先】0767-72-4555  （ 中能登町文化まつり実行委員会 ） 

   中能登町    
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体験その他 イベント 公演・講演 展覧会イベント

 宝達志水町生涯学習センター「さくらドーム21」 　 宝達志水町子浦そ18-1 

 宝達志水町文化祭  11/2（木）・3（金・祝） 
 宝達志水町功労者顕彰式、宝達志水町文化協会による芸能発表会を開催し
ます。各種作品を展示します。 

 【開催時間】 11/2（木）9:00～17:00、3（金）9:00～16:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】0767-29-8320  （ 宝達志水町生涯学習課 ） 

   宝達志水町    

 第3回ファミリーカレッジin本多の森  11/3（金・祝）    金沢市    

 石川県本多の森庁舎 　 金沢市石引4-17-1 

 【開催時間】 13:30～15:00 　   【参加料】無料　【定員】100組　【申込方法】抽選。メールでkendai@
pref.ishikawa.lg.jpへ(件名「第3回ファミリー・カレッジin本多の森希望」、郵便番号・住所、電話番
号、保護者氏名・ふりがな・性別・年代、こども氏名・ふりがな・性別・学校名・学年)　【締切】9/29
（金） 　  【問合せ先】076-223-9572  （ 石川県立生涯学習センター ） 

 親子で「ようかい体操第一」などを振付師のラッキィ池田氏と一緒に楽しく踊ります。 

 羽咋体育館、コスモアイル羽咋、羽咋すこやかセンターほか 　  

 羽咋市文化祭  11/3（金・祝）・4（土） 
 羽咋市の文化団体および一般参加者による作品展や芸能祭、音楽祭などを
各会場で開催します。また、模擬店やフリーマーケットなどの催しも行いま
す。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-22-9331  （ 羽咋市生涯学習課 ） 

   羽咋市    

 のとふれあい文化センター 　 穴水町内浦5-28-3 

 穴水町文化祭  11/3（金・祝）・4日（土） 
 文化活動を行なっている町内各種団体の芸能発表や作品展示など、参加を
通して交流の輪を広げています。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-52-3401  （ 穴水町文化協会 ） 

   穴水町    

 志賀町文化ホール、志賀町富来活性化センター 　  

 第13回志賀町文化祭  11/3（金・祝）～5（日） 
 文化の日記念式典・記念講演・舞台アトラクション、各種展示などを開催し
ます。 

    【開催期間】3日（金・祝）式典・記念講演・舞台アトラクション（志賀町文化ホール）、
　　　　　3日（金・祝）～5日（日）各種展示
【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-32-9350  （ 志賀町教育委員会生涯学習課 ） 

   志賀町    
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 七尾サンライフプラザほか 　 七尾市本府中町ヲ部38 

 第13回七尾市民文化祭  10/28（土）～11/12（日） 
 日頃の文化活動（芸能発表・作品展示・お茶会など）の発表をとおして、七尾、
中島、田鶴浜、能登島支部ごとに、当協会所属90団体が市民の文化活動の推
進と世代間交流を図ります。 

    【観覧料】無料（お茶席は有料） 　  【問合せ先】0767-53-0596  （ 七尾市文化協会 ） 

   七尾市    

 学びの杜ののいちカレード 　 野々市市太平寺156 

 学びの杜ののいちカレード オープニングセレモニー  11/1（水） 
 野々市市に図書館と市民学習を融合させた新しいスタイルの生涯学習施設
が11月1日にオープンします。蔵書数も大幅に増え、夜間も開館するのでお
仕事帰りも利用できます。 

 【開催時間】 10:00～ 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-227-6116  （ 野々市市生涯学習課 ） 

   野々市市    

 石川県本多の森庁舎 　 金沢市石引4-17-1 

 マナビィフェアin本多の森2017  11/2（木）・3（金・祝） 
 生涯学習センターの取り組みについて催事コーナーを設けて紹介します。
講演会、映画上映会、作品展示などを行います。 

 【開催時間】 11/2（木）13:00～18:00、3（金・祝）9:00～18:00 　   【参加料】無料 　  
【問合せ先】076-223-9574  （ 石川県立生涯学習センター ） 

   金沢市    

 ラポルトすず、珠洲商工会議所、飯田わくわく広場 　  

 珠洲市文化祭  11/2（木）・3（金・祝） 
 お茶席・生花展などの芸術展と民謡・舞踊などの芸能まつり。市内の芸術芸
能文化団体による美の祭典です。 

 【開催時間】 芸術展9:00～16:00、芸能まつり（11/3（金・祝）のみ）9:00～16:00 　   
【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-82-7826  （ 珠洲市文化協会 ） 

   珠洲市    

 ラピア鹿島、カルチャーセンター飛翔 　 中能登町能登部下134-1 

 第13回中能登町文化まつり  11/2（木）・3（金・祝） 
 保育園、小・中学校、文化協会加盟団体、老人会連合会などの作品展示が2
会場で行われます。また、芸能発表会や記念講演会、お茶席などの催しもあ
ります。 

 【開催時間】  9:00～17:00 　   【参加料】無料（お茶席は有料） 　  
【問合せ先】0767-72-4555  （ 中能登町文化まつり実行委員会 ） 

   中能登町    
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体験その他 イベント 公演・講演 展覧会体験

 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

 組子コースター制作体験  毎日 
 もともと障子や襖（ふすま）に使われてきた「組子」の技術でコースターを作
る体験です。釘や接着剤を一切使わず仕上げる「組子」の技術を体感できま
す。 

    【参加料】1,000円　【所要時間】20分　【その他】5人以上で体験を希望する場合は3
日前まで要電話予約 　  【問合せ先】076-262-2020   

   金沢市    

 金沢蓄音器館 　 金沢市尾張町2-11-21 

 蓄音器の聴き比べ実演  毎日 
 エジソンの発明した蓄音器から、技術改良により生まれたタイプの異なる
蓄音器などの音の違いが実感できます。 

 【開催時間】 11:00～、14:00～、16:00～ 　   【参加料】入館料のみ 　  
【問合せ先】076-232-3066   

   金沢市    

 金沢菓子木型美術館 　 金沢市大手町10-15 

 落雁手作り体験  毎日 
 森八本店2階の当館にて落雁の手作り体験ができます。 

 【開催時間】 10:00～11:00、15:00～16:00 　   【参加料】1,296円　【申込】要申込 　  
【問合せ先】076-262-6251   

   金沢市    

 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 　 内灘町字宮坂に455 

 粟ヶ崎遊園女優の再現衣装試着体験  毎日 
 女性用2着、女児用2着の試着体験ができます。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-286-1189   

   内灘町    

 登窯展示館 　 小松市八幡己20-2 

 型おこし体験  毎日 
 携帯ストラップ、 箸置きなど、小物をつくって使ってみませんか。作品は後
日、本焼きしてお渡しします。要予約。 

    【参加料】200円（焼成代込み、送料別途）　【所要時間】30分 　  
【問合せ先】0761-47-2898   

   小松市    

イベントガイド 　37
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体験 その他イベント公演・講演展覧会 体験イベント

 輪島市文化会館、門前会館、門前東小学校体育館ほか 　  

 輪島市民文化祭「あいの風」  11/3（金・祝）～5日（日） 
 文化・芸術団体の日頃の活動の成果を発表する場として、文化の日を中心に
作品展、音楽祭、芸能祭などを各会場で開催します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0768-72-2509  （ 輪島市文化協会事務局 ） 

   輪島市    

体　　　験

 加賀本多博物館 　 金沢市出羽町3-1 

 クイズラリー  毎日 
 ワークシートを使って、展示品に関連したクイズに挑戦します。 

    【参加料】入館料のみ（小中学生は無料）　【対象】小中学生　【所要時間】20分
【申込】不要 　  【問合せ先】076-261-0500   

   金沢市    

 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

 繭細工制作体験  毎日 
 絹の原材料である「まゆ玉」を使ってかわいい動物のマスコットを作ります。
素朴な温かさを持つまゆで好きな動物を作ってみましょう。 

    【参加料】400円　【所要時間】20分　【その他】5人以上で体験を希望する場合は3日
前まで要電話予約 　  【問合せ先】076-262-2020   

   金沢市    

 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

 水引細工制作体験  毎日 
 贈る心を美しく装う水引飾りの体験です。水引細工の基本となる「あわじ結」
で和紙のポチ袋を作ります。 

    【参加料】400円　【所要時間】20分　【その他】5人以上で体験を希望する場合は3日
前まで要電話予約 　  【問合せ先】076-262-2020   

   金沢市    
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 石川県立伝統産業工芸館 　 金沢市兼六町1-1 

 組子コースター制作体験  毎日 
 もともと障子や襖（ふすま）に使われてきた「組子」の技術でコースターを作
る体験です。釘や接着剤を一切使わず仕上げる「組子」の技術を体感できま
す。 

    【参加料】1,000円　【所要時間】20分　【その他】5人以上で体験を希望する場合は3
日前まで要電話予約 　  【問合せ先】076-262-2020   

   金沢市    

 金沢蓄音器館 　 金沢市尾張町2-11-21 

 蓄音器の聴き比べ実演  毎日 
 エジソンの発明した蓄音器から、技術改良により生まれたタイプの異なる
蓄音器などの音の違いが実感できます。 

 【開催時間】 11:00～、14:00～、16:00～ 　   【参加料】入館料のみ 　  
【問合せ先】076-232-3066   

   金沢市    

 金沢菓子木型美術館 　 金沢市大手町10-15 

 落雁手作り体験  毎日 
 森八本店2階の当館にて落雁の手作り体験ができます。 

 【開催時間】 10:00～11:00、15:00～16:00 　   【参加料】1,296円　【申込】要申込 　  
【問合せ先】076-262-6251   

   金沢市    

 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 　 内灘町字宮坂に455 

 粟ヶ崎遊園女優の再現衣装試着体験  毎日 
 女性用2着、女児用2着の試着体験ができます。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】076-286-1189   

   内灘町    

 登窯展示館 　 小松市八幡己20-2 

 型おこし体験  毎日 
 携帯ストラップ、 箸置きなど、小物をつくって使ってみませんか。作品は後
日、本焼きしてお渡しします。要予約。 

    【参加料】200円（焼成代込み、送料別途）　【所要時間】30分 　  
【問合せ先】0761-47-2898   
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 九谷焼窯跡展示館 　 加賀市山代温泉19-101-9 

 蹴りロクロを用いた水挽成形体験  随時 
 古の陶工たちが実際に使っていた蹴りロクロを用いて器を成形します。釉
薬（ゆうやく）を指定すればスタッフが仕上げ・焼成し、1～3カ月後にお届
けします。 

 【開催時間】 10:00～15:00（受付締切） 　   【参加料】3,000円（焼成代・送料込み）～
【所要時間】1時間 　  【問合せ先】0761-77-0020   

   加賀市    

 九谷焼窯跡展示館 　 加賀市山代温泉19-101-9 

 九谷五彩を用いた上絵付け体験  随時 
 5色の上絵の具（和絵の具）を用いて自由に器に絵付けをします。上絵の具
の特徴をスタッフが説明します。作品は色を焼き付けまして2週間から1カ
月後にお届けします。 
 【開催時間】 9:30～15:30（受付締切） 　   【参加料】2,000円（焼成代・送料込み）～
【作業時間】1時間30分　【その他】11/3日（金・祝）は別催事につきお休み 　  
【問合せ先】0761-77-0020   

   加賀市    

 石川県輪島漆芸美術館 　 輪島市水守町四十苅11 

 手作り体験  随時 
 沈金色付け箸体験、金箔箸体験、蒔絵ストラップ体験、漆シール体験などの
手作り体験ができます。 

 【開催時間】 9:00～16:30 　   【参加料】110円～620円　【申込】7日前までに要申込 　  
【問合せ先】0768-22-9788   

   輪島市    

 金沢蓄音器館 　 金沢市尾張町2-11-21 

 自動再演ピアノの実演  毎週日曜日 
 1927年米国製メイソン＆ハムリン・アンピコで再現する自動再演ピアノの
音色が楽しめます。 

 【開催時間】 10:30～、13:30～、15:30～ 　   【参加料】入館料のみ 　  
【問合せ先】076-232-3066   

   金沢市    

 加賀市鴨池観察館 　 加賀市片野町子2-1 

 土曜日の研究室  毎月第3土曜日 
 自然に関わる様々なことを工作や実験を通して学びます。他ではなかなか
できない実験もたくさんできます。 

    【参加料】300円 　  【問合せ先】0761-72-2200   

   加賀市    

イベントガイド 　39
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 中谷宇吉郎 雪の科学館 　 加賀市潮津町イ106 

 ダイヤモンドダストの実験  毎日 
 キラキラ輝くダイヤモンドダストを見ることができます。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-75-3323   

   加賀市    

 中谷宇吉郎 雪の科学館 　 加賀市潮津町イ106 

 チンダル像の実験  毎日 
 強い光を当てると、氷の中に綺麗な模様を観察できます。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-75-3323   

   加賀市    

 中谷宇吉郎 雪の科学館 　 加賀市潮津町イ106 

 氷のペンダントの実験  毎日 
 金属で氷をはさんだ可愛いペンダントを作ります。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】0761-75-3323   

   加賀市    

 白山恐竜パーク白峰 　 白山市桑島4-99-1 

 化石発掘体験  毎日 
 約1億3千万年前の動植物（主に植物）化石を発掘します。小学生以上が対象
です。 

 【開催時間】 9:00～16:00（受付締切） 　   【参加料】大人500円、小中高生300円（入館
料とのセット料金あり）　【所要時間】約40分 　  【問合せ先】076-259-2724   

   白山市    

 野々市市ふるさと歴史館 　 野々市市御経塚1-182 

 御経塚遺跡で古代体験  毎日 
 土器・土鈴・勾玉・編みカゴ作りの中から希望するメニューを実施します。 

    【参加料】200円　【所要時間】1～2時間　【申込】要申込 　  
【問合せ先】076-246-0133   

   野々市市    
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 九谷焼窯跡展示館 　 加賀市山代温泉19-101-9 

 蹴りロクロを用いた水挽成形体験  随時 
 古の陶工たちが実際に使っていた蹴りロクロを用いて器を成形します。釉
薬（ゆうやく）を指定すればスタッフが仕上げ・焼成し、1～3カ月後にお届
けします。 

 【開催時間】 10:00～15:00（受付締切） 　   【参加料】3,000円（焼成代・送料込み）～
【所要時間】1時間 　  【問合せ先】0761-77-0020   

   加賀市    

 九谷焼窯跡展示館 　 加賀市山代温泉19-101-9 

 九谷五彩を用いた上絵付け体験  随時 
 5色の上絵の具（和絵の具）を用いて自由に器に絵付けをします。上絵の具
の特徴をスタッフが説明します。作品は色を焼き付けまして2週間から1カ
月後にお届けします。 
 【開催時間】 9:30～15:30（受付締切） 　   【参加料】2,000円（焼成代・送料込み）～
【作業時間】1時間30分　【その他】11/3日（金・祝）は別催事につきお休み 　  
【問合せ先】0761-77-0020   

   加賀市    

 石川県輪島漆芸美術館 　 輪島市水守町四十苅11 

 手作り体験  随時 
 沈金色付け箸体験、金箔箸体験、蒔絵ストラップ体験、漆シール体験などの
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   金沢市    
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 土曜日の研究室  毎月第3土曜日 
 自然に関わる様々なことを工作や実験を通して学びます。他ではなかなか
できない実験もたくさんできます。 
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 金沢湯涌夢二館 　 金沢市湯涌町イ144-1 

 バスツアー｢夢二の歩いた金沢をめぐる｣  10/21（土） 
 館長、学芸員による解説を聞きながら金沢市内の夢二ゆかりの地をめぐる
バスツアーです。 

 【開催時間】 9:00～16:30 　   【参加料】2,000円　【定員】20名（先着順）
【受付開始】10/3（火）9:00～ 　  【問合せ先】076-235-1112   

   金沢市    

 石川県立能楽堂 別館（対青軒・犀庵） 　 金沢市兼六町1-1 

 茶道教室  10/21（土）・22（日） 
 石川県の代表的伝統文化のひとつである茶道の初歩的な作法（所作）を学
び、谷口吉郎氏設計の「対青軒」で茶席を体験できます。 

 【開催時間】 ①10:30～12:00、②13:30～15:00 　   【参加料】無料（ただし、茶・菓子
代800円は実費負担）　【定員】各回10名　【申込方法】問合せ先への電話、またはメー
ル 　  【問合せ先】076-264-2598／noh@pref.ishikawa.lg.jp   

   金沢市    

 石川県立白山ろく民俗資料館 　 白山市白峰リ30 

 歴史の道探訪  10/22（日） 
 白山の見える出作り地を訪ねます。 

    【参加料】100円 　  【問合せ先】076-259-2665   

   白山市    

 金沢文芸館 　 金沢市尾張町1-7-10 

 五木寛之文学散歩/2017  10/28 （土）  
 作家五木寛之氏の文学作品に登場する場所やゆかりの地を実際に訪ね、理
解を深めます。五木文庫金沢の方々が解説します。 

 【開催時間】 13:30～16:30 　   【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-263-2444   

   金沢市    

 石川県立白山ろく民俗資料館 　 白山市白峰リ30 

 穂がち  10/28（土） 
 当館で栽培、収穫したカマシやヒエを昔ながらの方法で脱穀します。脱穀後
はヒエ団子やカマシイリコの試食をします。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-259-2665   

   白山市    

イベントガイド 　41
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 石川県産業展示館 3号館 　 金沢市袋畠町南193 

 企画展「からくり人形＆ロボット体験」  10/15（日） 
 石川県産業展示館 3号館で開催される「第45回石川の技能まつり」の職業能
力開発協会ブースで、「からくり人形の実演」「工作教室」などを実施します。 

 【開催時間】 午前：九代・玉屋庄兵衛氏「からくり人形実演」、伊藤圭史氏「江戸おもちゃ
工作教室」。午後：寺西一栄氏「からくり人形実演」、金沢工大・佐藤研究室「生きもの
ロボット実演、人形劇、ロボット工作教室」 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-266-
1311  （ 石川県金沢港大野からくり記念館 ） 

   金沢市    

 金沢湯涌江戸村 　 金沢市湯涌荒屋町35-1 

 畳縁の小物づくり  10/15（日） 
 畳の縁を使ったヘアゴム作りです。畳のミニゴザや畳のコースターも作れ
ます。 

 【開催時間】 10:00～12:00、13:00～17:00 　   【参加料】200円～（入園料別途）
【所要時間】10分 　  【問合せ先】076-235-1267   

   金沢市    

 松任中川一政記念美術館 　 白山市旭町61-1 

 0歳からの家族鑑賞会 ミュージアム・スタート  10/15（日）・16（月） 
 乳幼児がいる家族を対象とした鑑賞会です。サポートするスタッフもいま
すので、安心して参加いただけます。 

 【開催時間】 10/15（日）14:00～、16（月）10:30～ 　   【参加料】無料　
【所要時間】60～90分　【申込】要申込 　  【問合せ先】076-275-7532   

   白山市    

 加賀市美術館 　 加賀市作見町リ1-4 

 実用筆ペン教室（加賀市美術館友の会主催）  10/19（木） 
 実用筆ペン教室として毎月第3木曜日に開催します。お手本を書き写し講師
が添削指導します。 

    【参加料】受講料1,000円（初回は500円）　【所要時間】1時間 　  
【問合せ先】0761-72-8787   

   加賀市    

 蒔絵体験しよう  10/21（土）    加賀市    

 無限庵 　 加賀市山中温泉下谷町ロ6 

 【開催時間】 14:00～15:00 　   【参加料】5,000円（材料・指導込み） 　  【問合せ先】0761-78-0160   

 山中塗りの木製盆に自分で漆で絵を描き、オリジナル作品を作ります。 
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 金沢湯涌夢二館 　 金沢市湯涌町イ144-1 

 バスツアー｢夢二の歩いた金沢をめぐる｣  10/21（土） 
 館長、学芸員による解説を聞きながら金沢市内の夢二ゆかりの地をめぐる
バスツアーです。 

 【開催時間】 9:00～16:30 　   【参加料】2,000円　【定員】20名（先着順）
【受付開始】10/3（火）9:00～ 　  【問合せ先】076-235-1112   

   金沢市    

 石川県立能楽堂 別館（対青軒・犀庵） 　 金沢市兼六町1-1 

 茶道教室  10/21（土）・22（日） 
 石川県の代表的伝統文化のひとつである茶道の初歩的な作法（所作）を学
び、谷口吉郎氏設計の「対青軒」で茶席を体験できます。 

 【開催時間】 ①10:30～12:00、②13:30～15:00 　   【参加料】無料（ただし、茶・菓子
代800円は実費負担）　【定員】各回10名　【申込方法】問合せ先への電話、またはメー
ル 　  【問合せ先】076-264-2598／noh@pref.ishikawa.lg.jp   

   金沢市    

 石川県立白山ろく民俗資料館 　 白山市白峰リ30 

 歴史の道探訪  10/22（日） 
 白山の見える出作り地を訪ねます。 

    【参加料】100円 　  【問合せ先】076-259-2665   

   白山市    

 金沢文芸館 　 金沢市尾張町1-7-10 

 五木寛之文学散歩/2017  10/28 （土）  
 作家五木寛之氏の文学作品に登場する場所やゆかりの地を実際に訪ね、理
解を深めます。五木文庫金沢の方々が解説します。 

 【開催時間】 13:30～16:30 　   【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-263-2444   

   金沢市    

 石川県立白山ろく民俗資料館 　 白山市白峰リ30 

 穂がち  10/28（土） 
 当館で栽培、収穫したカマシやヒエを昔ながらの方法で脱穀します。脱穀後
はヒエ団子やカマシイリコの試食をします。 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-259-2665   

   白山市    
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 石川県産業展示館 3号館 　 金沢市袋畠町南193 

 企画展「からくり人形＆ロボット体験」  10/15（日） 
 石川県産業展示館 3号館で開催される「第45回石川の技能まつり」の職業能
力開発協会ブースで、「からくり人形の実演」「工作教室」などを実施します。 

 【開催時間】 午前：九代・玉屋庄兵衛氏「からくり人形実演」、伊藤圭史氏「江戸おもちゃ
工作教室」。午後：寺西一栄氏「からくり人形実演」、金沢工大・佐藤研究室「生きもの
ロボット実演、人形劇、ロボット工作教室」 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-266-
1311  （ 石川県金沢港大野からくり記念館 ） 

   金沢市    

 金沢湯涌江戸村 　 金沢市湯涌荒屋町35-1 

 畳縁の小物づくり  10/15（日） 
 畳の縁を使ったヘアゴム作りです。畳のミニゴザや畳のコースターも作れ
ます。 

 【開催時間】 10:00～12:00、13:00～17:00 　   【参加料】200円～（入園料別途）
【所要時間】10分 　  【問合せ先】076-235-1267   

   金沢市    

 松任中川一政記念美術館 　 白山市旭町61-1 

 0歳からの家族鑑賞会 ミュージアム・スタート  10/15（日）・16（月） 
 乳幼児がいる家族を対象とした鑑賞会です。サポートするスタッフもいま
すので、安心して参加いただけます。 

 【開催時間】 10/15（日）14:00～、16（月）10:30～ 　   【参加料】無料　
【所要時間】60～90分　【申込】要申込 　  【問合せ先】076-275-7532   

   白山市    

 加賀市美術館 　 加賀市作見町リ1-4 

 実用筆ペン教室（加賀市美術館友の会主催）  10/19（木） 
 実用筆ペン教室として毎月第3木曜日に開催します。お手本を書き写し講師
が添削指導します。 

    【参加料】受講料1,000円（初回は500円）　【所要時間】1時間 　  
【問合せ先】0761-72-8787   

   加賀市    

 蒔絵体験しよう  10/21（土）    加賀市    

 無限庵 　 加賀市山中温泉下谷町ロ6 

 【開催時間】 14:00～15:00 　   【参加料】5,000円（材料・指導込み） 　  【問合せ先】0761-78-0160   

 山中塗りの木製盆に自分で漆で絵を描き、オリジナル作品を作ります。 
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 羽咋市歴史民俗資料館 　 羽咋市鶴多町鶴多田38-1 

 勾玉づくり  11/3（金・祝） 
 滑石を石で削り勾玉を作ります。 

 【開催時間】 9:30～17:00 　   【参加料】無料　【所要時間】60分 　  
【問合せ先】0767-22-5998   

   羽咋市    

そ　の　他

 能登国分寺展示館 　 七尾市国分町リ部9 

 こしのくに国府スタンプラリー  2016/3/28（月）～2018/2/28（水） 
 「越の国」の5国（越前、加賀、能登、越中、越後）を巡るスタンプラリー。5国
の対象スポットをすべて踏破した方に、認定証を交付します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-52-9850   

   七尾市    

 金沢ナイトミュージアム2017 夏秋編・金沢マラソン編  7/21（金）～10/29（日）    金沢市    

 金沢蓄音器館、金沢ふるさと偉人館、金沢くらしの博物館ほか 　  

    【参加料】各イベントなどによる 　  【問合せ先】076-223-9898（（公財）金沢芸術創造財団）、076-
220-2190（（公財）金沢文化振興財団）   

 金沢ナイトミュージアムでは、毎週末に文化施設を活用し、コンサートやトークショー、
ワークショップ、お茶会など様々なイベントや夜間開館を行います。 

 町民文化館 　 金沢市尾張町1-11-8 

 ART＿Café@金沢尾張町  10/13（金）～15（日）  
 明治40年（1907）築の建築空間を映像と音楽が「金澤映像風姿空間」に変
容させます。特異な建物空間で映像と音楽の調和を堪能できます。 

 【開催時間】 11:00～21:00 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-222-7670   

   金沢市    

イベントガイド 　43
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 解説＋ふれて感じる鑑賞会  10/28（土）、11/25（土）    小松市    

 錦窯展示館 　 小松市大文字町95-1 

 【開催時間】 10:00～11:00、14:00～15:00 　   【参加料】入館料のみ　
【定員】各回定員10名　【申込】要申込 　  【問合せ先】0761-23-2668   

 作品解説を聞いた後、実際の作品を手にとって鑑賞できます。 

 石川県立能楽堂 　 金沢市石引4-18-3 

 能楽堂探検ツアー  10/29（日） 
 能舞台や鏡の間、楽屋などの紹介のほか、能楽師の手ほどきによる仕舞体験
を行います。白足袋をご持参ください。 

 【開催時間】 14:00～15:00 　   【参加料】無料　【定員】20名　
【申込方法】問合せ先への電話、またはメール 　  
【問合せ先】076-264-2598／noh@pref.ishikawa.lg.jp   

   金沢市    

 石川県立九谷焼技術者自立支援工房 　 能美市泉台町南38 

 九谷焼上絵付入門講座  11/3（金・祝） 
 九谷焼に興味のある初心者の方を対象にした絵付け体験を行います。九谷
焼作家の手ほどきのもと、九谷五彩の楽しさを学びます。 

 【開催時間】 午前の部：9:00～12:00、午後の部：13:00～16:00 　   【参加料】1,500円　 
【定員】各回15名 　  【問合せ先】0761-57-3340  （ 石川県立九谷焼技術研修所 ） 

   能美市    

 のとふれあい文化センター 　 穴水町内浦5-28-3 

 穴水町文化祭お茶席  11/3（金・祝） 
 御抹茶、お菓子を頂きながら茶道体験ができます。 

 【開催時間】 10:00～（なくなり次第終了） 　   【参加料】300円 　  
【問合せ先】0768-52-3401  （ 穴水町文化協会 ） 

   穴水町    

 羽咋市歴史民俗資料館 　 羽咋市鶴多町鶴多田38-1 

 古代米試食  11/3（金・祝） 
 弥生土器を模した土器を使って、古代米を野焼きで炊飯します。 

 【開催時間】 11:30～ 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-22-5998   

   羽咋市    
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 羽咋市歴史民俗資料館 　 羽咋市鶴多町鶴多田38-1 

 勾玉づくり  11/3（金・祝） 
 滑石を石で削り勾玉を作ります。 

 【開催時間】 9:30～17:00 　   【参加料】無料　【所要時間】60分 　  
【問合せ先】0767-22-5998   

   羽咋市    

そ　の　他

 能登国分寺展示館 　 七尾市国分町リ部9 

 こしのくに国府スタンプラリー  2016/3/28（月）～2018/2/28（水） 
 「越の国」の5国（越前、加賀、能登、越中、越後）を巡るスタンプラリー。5国
の対象スポットをすべて踏破した方に、認定証を交付します。 

    【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-52-9850   

   七尾市    

 金沢ナイトミュージアム2017 夏秋編・金沢マラソン編  7/21（金）～10/29（日）    金沢市    

 金沢蓄音器館、金沢ふるさと偉人館、金沢くらしの博物館ほか 　  

    【参加料】各イベントなどによる 　  【問合せ先】076-223-9898（（公財）金沢芸術創造財団）、076-
220-2190（（公財）金沢文化振興財団）   

 金沢ナイトミュージアムでは、毎週末に文化施設を活用し、コンサートやトークショー、
ワークショップ、お茶会など様々なイベントや夜間開館を行います。 

 町民文化館 　 金沢市尾張町1-11-8 

 ART＿Café@金沢尾張町  10/13（金）～15（日）  
 明治40年（1907）築の建築空間を映像と音楽が「金澤映像風姿空間」に変
容させます。特異な建物空間で映像と音楽の調和を堪能できます。 

 【開催時間】 11:00～21:00 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-222-7670   

   金沢市    

イベントガイド 　43

イ
ベ
ン
ト
ガ
イ
ド

体験 その他イベント公演・講演展覧会 体験

 解説＋ふれて感じる鑑賞会  10/28（土）、11/25（土）    小松市    

 錦窯展示館 　 小松市大文字町95-1 

 【開催時間】 10:00～11:00、14:00～15:00 　   【参加料】入館料のみ　
【定員】各回定員10名　【申込】要申込 　  【問合せ先】0761-23-2668   

 作品解説を聞いた後、実際の作品を手にとって鑑賞できます。 

 石川県立能楽堂 　 金沢市石引4-18-3 

 能楽堂探検ツアー  10/29（日） 
 能舞台や鏡の間、楽屋などの紹介のほか、能楽師の手ほどきによる仕舞体験
を行います。白足袋をご持参ください。 

 【開催時間】 14:00～15:00 　   【参加料】無料　【定員】20名　
【申込方法】問合せ先への電話、またはメール 　  
【問合せ先】076-264-2598／noh@pref.ishikawa.lg.jp   

   金沢市    

 石川県立九谷焼技術者自立支援工房 　 能美市泉台町南38 

 九谷焼上絵付入門講座  11/3（金・祝） 
 九谷焼に興味のある初心者の方を対象にした絵付け体験を行います。九谷
焼作家の手ほどきのもと、九谷五彩の楽しさを学びます。 

 【開催時間】 午前の部：9:00～12:00、午後の部：13:00～16:00 　   【参加料】1,500円　 
【定員】各回15名 　  【問合せ先】0761-57-3340  （ 石川県立九谷焼技術研修所 ） 

   能美市    

 のとふれあい文化センター 　 穴水町内浦5-28-3 

 穴水町文化祭お茶席  11/3（金・祝） 
 御抹茶、お菓子を頂きながら茶道体験ができます。 

 【開催時間】 10:00～（なくなり次第終了） 　   【参加料】300円 　  
【問合せ先】0768-52-3401  （ 穴水町文化協会 ） 

   穴水町    

 羽咋市歴史民俗資料館 　 羽咋市鶴多町鶴多田38-1 

 古代米試食  11/3（金・祝） 
 弥生土器を模した土器を使って、古代米を野焼きで炊飯します。 

 【開催時間】 11:30～ 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】0767-22-5998   

   羽咋市    
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ド

体験 その他イベント公演・講演展覧会 その他

 鈴木大拙館 　 金沢市本多町3-4-20 

 金沢ナイトミュージアム2017 開館記念夜間開館  10/18（水）  
 10月18日は金沢が生んだ仏教哲学者・鈴木大拙の誕生日であり、当館の開
館記念日です。国際的な建築家・谷口吉生氏が手がけたライトアップが楽し
めます。 

 【開催時間】 18:00～20:00 　   【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-221-8011   

   金沢市    

ヤマギワ 提供

 金沢城公園 　 金沢市丸の内1-1 

 金沢城公園・玉泉院丸庭園ライトアップ  10/20（金）、21（土）、27（金）、28（土）、11/2（木）～11/5（日） 
 加賀藩代々の藩主たちが愛でた庭園の魅力を、夕焼けをテーマに気品ある
灯りで表現したライトアップを行います。 

 【開催時間】 日没～21:00 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-234-3800   

   金沢市    

 町民文化館 　 金沢市尾張町1-11-8 

 観光客おもてなしスポット「ためしてみまっし」  10/21（土） 
 国内外の観光客の方々に、老舗の街尾張町の町並みを楽しんでいただき、同
時に小物作りを体験してもらうことで職人の街の雰囲気も味わっていただ
きます。 

 【開催時間】 10:00～15:00 　   【参加料】無料 　  【問合せ先】076-222-7670   

   金沢市    

 秋の宵
よ い

 ドウダンツツジのライトアップ  10/28（土）・29（日）    金沢市    

 武家屋敷 寺島蔵人邸 　 金沢市大手町10-3 

    【参加料】入館料のみ 　  【問合せ先】076-224-2789   

 樹齢300年超のドウダンツツジの紅葉をライトアップします。普段と一味違う夜の庭園
が堪能できます。 

 前田土佐守家資料館、中村記念美術館、金沢文芸館ほか 　  

 金沢ナイトミュージアム 特別夜間開館  10/28（土）・29日（日） 
 金沢マラソン開催の前日と当日に13の文化施設で一斉にナイトミュージア
ム！金沢の文化をたっぷり感じられるお得な2日間です。 

 【開催時間】 通常閉館時間～20:00（入館は19:30まで） 　    【問合せ先】076-223-9898
（（公財）金沢芸術創造財団）、076-220-2190（（公財）金沢文化振興財団）   

   金沢市    
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M
A
P（
金
沢
エ
リ
ア
・
中
心
部
）

359

159

159

157

金沢東IC

津幡町・七尾市方面

天神橋

梅ノ橋
浅野川大橋

中ノ橋

小橋

彦三大橋

金沢中警察署

金沢大学病院

金沢美術
工芸大学

湯涌温泉

城
北
大
通
り

山
側
環
状
道
路

東
イ
ン
タ
ー
大
通
り

小
立
野
通り

犀川大通り

↑
↑

↑

浅
野
川

金沢駅
金
石
方
面

福
井

野
々
市
市
方
面

↑

↑

中島大橋
石川県庁・金沢港

内灘町方面

富山

犀川
御影大橋

金沢市役所

玉川公園

新橋

桜橋

下菊橋

野町駅

松任

犀川大橋

百
万
石
通
り

昭
和
大
通
り

東大
通り

中央通り

西インター大通り

↑

↑
↑

↑

↑

北陸
新幹
線IRい

しか
わ

●徳田秋聲記念館

●金沢市立安江金箔工芸館

石川県立音楽堂

●
金沢卯辰山工芸工房

金沢文芸館●
●

町民文化館
尾張町老舗交流館● ●●

●武家屋敷 
　寺島蔵人邸

●大樋美術館金沢菓子木型美術館●

●石川県立伝統産業工芸館

●金沢くらしの博物館
●いしかわ赤レンガミュージアム
　石川県立
　歴史博物館
　加賀本多博物館

●石川県立美術館

●●

石川県立能楽堂

石川県立能楽堂別館

●
鈴木大拙館

●

金沢能楽美術館
●

●
前田土佐守家
資料館

●
室生犀星記念館

金沢市老舗記念館
●

金沢21世紀美術館●

●石川四高記念文化交流館
石川県政記念しいのき迎賓館

金沢ふるさと偉人館●

泉鏡花記念館

石川県文化財保存修復工房・
　石川県立美術館広坂別館 本多の森ホール

石川県立生涯学習センター
（石川県本多の森庁舎）

●金沢城公園

●
兼六園

いしかわ四高記念公園

石川県立図書館

金沢市立
中村記念美術館

金沢蓄音器館

●西田家庭園・玉泉園

歴史博物館重要文化財 成巽閣

MAP　金沢エリア・中心部文化施設MAP
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P（
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8

157

157

159

8

359

白尾I.C.

高松I.C.

内灘I.C.

金沢東I.C.

金沢森本I.C.

金沢西I.C.

徳光スマートI.C.
徳光P.A.

美川I.C.

北
陸
自
動
車
道

白山I.C.

城端S.A.

高松S.A.

471

8

359

304

南砺市

津幡町

かほく市

小矢部市

Ｊ
Ｒ
城
端
線

ふくみつ

ふくおか

ＪＲ
北陸
本線

い
す
る
ぎ

く
り
か
ら

な
か
つ
ば
た

ほ
ん
つ
ば
た

のせ

森林公園

つばた

たかまつ

よこやま

じょうはな

能
越
自
動
車
道

東
海
北
陸
自
動
車
道

福光I.C.

福岡I.C.

小矢部東I.C.

小矢部I.C. 小矢部砺波J.C.T.

県立看護大I.C.

野々市市

白山市

川北町

金沢市

うちなだ

もりもと

ひがしかなざわ

かなざわ

石川県庁

北
陸
鉄
道
浅
野
川
線

にしかなざわ のまち

ののいち

ま
っ
と
う

北
陸
鉄
道
石
川
線

かがかさま

内灘町

うのけ

小矢部川S.A.

不動寺P.A.

ＪＲ
北陸
本線

の
と
里
山
海
道

Ｊ
Ｒ
七
尾
線

Ｉ
Ｒ
い
し
か
わ

北
陸
新
幹
線

うみっこらんど七塚
「海と渚の博物館」

● ●石川県西田幾多郎記念哲学館

●歴史民俗
　資料収蔵庫

●
内灘町歴史民俗資料館
「風と砂の館」

津幡ふるさと歴史館●
「れきしる」　

石川県立金沢港
大野からくり記念館

●

石川県銭屋五兵衛
記念館
●

● 野々市市郷土資料館

野々市市ふるさと歴史館●

●石川県埋蔵文化財センター

●金沢湯涌江戸村
湯涌温泉いろは館
●
●金沢湯涌夢二館

MAP　金沢エリア・広域
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M
A
P（
加
賀
エ
リ
ア
）

県民の森

徳光P.A.

364

8

8

157

157

157

416

157

416

360

北
陸
自
動
車
道

うしのや

あ
わ
づ

いぶりはし

かがおんせん

こまつ

小松空港

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線

だいしょうじ

片山津I.C.

安宅スマートI.C.

加賀I.C.

小松I.C.

金津I.C.

安宅P.A.

尼御前S.A.

かがかさま

みかわ

こまいこ

のみねあがり

めいほう

北
陸
鉄
道
石
川
線

美川I.C.

勝山市

福井県

白川村

岐阜県

ひがしかなざわ

かなざわ

にしかなざわ

のまち

ののいち

ＪＲ北陸本線

まっとう

金沢西I.C.

徳光スマートI.C.
白山I.C.

白山スーパー林道

石川県立九谷焼技術者
自立支援工房

白山市

小松市

能美市

川北町

金沢市

野々市市

加賀市

福井県

360

101

4

↑金沢

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線

→
国
道
８
号
線小

松
駅

↓福井

芦城小学校芦城中学校

小松市役所

芦城公園

小
松
空
港↓

細工町京町地子町
浜田町桜木町

竜助町

●小松市立
　博物館

●

●

錦窯展示館● ●

本陣記念
美術館

こまつ曳山
交流館みよっさ

宮本三郎美術館

小松駅周辺エリア

●
白山市立博物館

松任中川一政記念美術館
　●●●千代女の里俳句館

松任ふるさと館

●呉竹文庫

石川ルーツ交流館
●

能美市立博物館

●能美市九谷焼資料館

●河田山古墳群史跡資料館

●小松市埋蔵文化財センター

●
鳥越一向一揆歴史館

●浅蔵五十吉美術館●
能美市九谷焼陶芸館

能美市立●
歴史民俗資料館　

●石川県立尾小屋鉱山資料館

石川県立白山ろく民俗資料館●

白山恐竜パーク白峰●

●九谷焼窯跡展示館

●山中温泉 芭蕉の館
●
無限庵

山中片岡鶴太郎工藝館●

●

山中座
●

●ろくろの里 工芸の館

●
魯山人寓居跡いろは草庵

●加賀市美術館
●日本折紙博物館

●中谷宇吉郎
　雪の科学館

宮本三郎ふるさと館●

勧進帳ものがたり館
●

●
北前船の里資料館

●深田久弥山の文化館

●

●

石川県九谷焼
美術館

●登窯展示館

●
金城学園 白山美術館

●

●日本自動車博物館

八十山雅子・和代美術館

硲伊之助美術館

加賀市鴨池観察館

MAP　加賀エリア
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M
A
P
　
能
登
エ
リ
ア（
口
能
登
・
中
能
登
）

MAP　能登エリア

249

249

159

249

横田I.C.

徳田大津I.C.

田鶴浜I.C.

氷見北I.C.
千里浜I.C.

氷見I.C.

上棚矢駄I.C.

西山I.C.

柳田I.C.

160

415

159

159

249

↓ 西山I.C.羽咋市街

の
と
里
山
海
道

の
と
鉄
道

↓

能登島

のとなかじま

かさしほ

たつるはま

わくらおんせん

ななお

にしぎし

のとかしま（のとさくら駅）
別所岳S.A.

のとべ

か
ね
ま
る

は
く
い

徳田大津J.C.T.

西山P.A.

志雄P.A.

志賀町 七尾市

羽咋市

中能登町

氷見市

ふるさと創修館●

雨の宮能登王墓の館
●

●羽咋市歴史民俗
　資料館

　県指定有形文化財
●加賀藩十村役「岡部家」

中島お祭り資料館・●
中島お祭り伝承館　

●明治の館（室木家住宅）

●

石川県七尾美術館●

七尾城史資料館
●　　　

●
懐古館

能登国分寺展示館

●
石動山資料館

●
蝦夷穴歴史センター

石川県能登島　
ガラス美術館●

MAP　能登エリア（口能登・中能登）
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M
A
P
　
能
登
エ
リ
ア（
奥
能
登
）

249

珠洲道
路

珠洲市

能登町

石川県柳田星の観察館 満天星
●

●すず塩田村
　塩の資料館

●重要文化財 時國家
●

珠洲市立珠洲焼資料館

●
能登さいはて資料館

藤波テニスミュージアム●
●能登町真脇遺跡縄文館

　能登町郷土館
　能登町歴史民俗資料館
　能登町立羽根万象美術館
　能登町益谷秀次記念館
　能登町西谷啓治記念館

●
249

のと里山空港I.C.

穴水I.C.

越の原I.C.

あなみず

のと里山空港

石川県立生涯学習センター
能登分室

珠洲
道路

此木

健康の森

輪島市

穴水町

●●輪島キリコ会館
石川県輪島漆芸美術館●

●

●輪島市櫛比の庄
　禅の里交流館

●輪島市もんぜん文化村

●
●
輪島市黒島
天領北前船資料館

重要文化財 旧角海家住宅

能登中居鋳物館
●

●
穴水町歴史民俗資料館

輪島塗会館

永井豪記念館

MAP　能登エリア（奥能登）
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 藤波テニスミュージアム 

 館内には明治期の木製テニスラケットを始めと
する近代史料など、元日本ソフトテニス連盟会長
の表孟宏氏とプロテニスプレーヤー神和住純氏
の寄贈品を中心に約6500点が展示されています。 
 TEL  0768-62-3884  　 能登町字藤波23-1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 月曜日 　  【入館料】 入館無料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 明治時代のラケットや、テニスに関する書籍、日本テニ
ス界の貴重な映像を見ることができるスペースなど、
数々のコレクションをご覧ください。  

施
設
ガ
イ
ド

加賀金沢 能登

 能登町益谷秀次記念館 

 益谷秀次は衆議院議長、副総理を務めた能登町出
身の政治家です。展示室には勲一等旭日大綬章を
はじめとして、大臣任命書、議員バッチなど数々
の品を展示しています。 
 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-4 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 天皇陛下御下賜品の御紋付木杯、初めて大臣に就任した
際に地元の人たちから送られたモーニング、2ｍもの大
きさがある熊の毛皮など、政界で活躍した益谷の公私に
わたる品々をご覧ください。  

 能登町西谷啓治記念館 

 哲学者として高名を馳せた、能登町出身の西谷啓
治。著作物のほか、天皇御進公講書、叙位叙勲な
ど数多くの品を展示しています。 

 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 石川県出身で師匠でもある哲学者西田幾多郎との交流
を示す品々など、西谷の内外を知ることができる品々を
ご覧ください。  

 石川県柳田星の観察館 満天星 

 星空が美しい能登にある天文施設で、プラネタリ
ウムでは4000万個もの星を映し出します。天体
観望会では県内最大の望遠鏡で星を観察でき、満
天の星空を体験できます。 
 TEL  0768-76-0101  　 能登町字上町ロ1-1（やなぎだ植物公園内） 
 【開館時間】 9:30～17:00 　  【休館日】 木曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 入館無料。プラネタリウム
は大人500円（400円）、小中学生300円（200円）、幼児無料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館周辺はまち明かりの影響があまりないため、月明か
りがない日は満天の星空を体験することができます。  

 能登町真脇遺跡縄文館 

 縄文時代に繁栄した集落遺跡、真脇遺跡の遺物な
ど、国の重要文化財に指定された遺物を中心に
219点が展示されています。体験館では縄文土器
づくりなどの体験ができます。 
 TEL  0768-62-4800  　 能登町字真脇48-100 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月・火
曜日、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、
小中高校生150円（100円）  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「おさかな土器」の愛称で親しまれている真脇式土器や、
北陸独特のクリの丸太を半分に割り円形に並べて立て
られた巨大な「環状木柱列」のレプリカなど、縄文の人々
の営みを目の前で味わってみてはいかがでしょうか。  

施
設
ガ
イ
ド

加賀 金沢能登能登

memo
お気に入りの施設のスタンプを押してみよう！

大樋美術館
初代から現代に至るま
での大樋焼作品、なら
びに、加賀藩に縁の深
い茶道具を展示してい
ます。

TEL 076-221-2397　金沢市橋場町2-17
【開館時間】9:00～17:00　【休館日】無休　【入館料】大人700円
（600円）、小中学生500円（400円）

金沢市

日本自動車博物館
国内最大級の、日本で
最初の自動車博物館で
す。国内外の自動車や
バイクを500台展示し
ています。

TEL 0761-43-4343　小松市二ツ梨町一貫山40
【開館時間】9:00～17:00　【休館日】年末年始（12/26～31）　
【入館料】大人1000円（900円）、小中学生500円（450円）

小松市

歴史博物館重要文化財 成巽閣
前田家を代表する建造
物で、花鳥と色彩に富
む優美な奥方御殿で
す。国の重要文化財に
指定されています。

TEL 076-221-0580　金沢市兼六町1-2
【開館時間】9:00～17:00（入館は16:30まで）　【休館日】水曜日
（祝日の場合は翌日）　【入館料】700円（600円）

金沢市

重要文化財 時國家
当邸宅は江戸時代初期に
3代50年かけて建築され
た、茅葺（かやぶき）入母
屋造りによる木造平屋建
てで、古い様式を今に残
し、 1963年に国の重要文
化財に指定されました。

TEL 0768-32-0075　輪島市町野町西時国2-1 
【開館時間】土・日曜日10:00～16:30（入館は16:00まで）　【休館日】4
～11月は平日および祝日、5月は3～5日を除く平日および祝日、12～3月
は冬期休館　【入館料】大人500円（400円）、小・中学生200円（100円）

輪島市

金沢 能登加賀
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 藤波テニスミュージアム 

 館内には明治期の木製テニスラケットを始めと
する近代史料など、元日本ソフトテニス連盟会長
の表孟宏氏とプロテニスプレーヤー神和住純氏
の寄贈品を中心に約6500点が展示されています。 
 TEL  0768-62-3884  　 能登町字藤波23-1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 月曜日 　  【入館料】 入館無料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 明治時代のラケットや、テニスに関する書籍、日本テニ
ス界の貴重な映像を見ることができるスペースなど、
数々のコレクションをご覧ください。  
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 能登町益谷秀次記念館 

 益谷秀次は衆議院議長、副総理を務めた能登町出
身の政治家です。展示室には勲一等旭日大綬章を
はじめとして、大臣任命書、議員バッチなど数々
の品を展示しています。 
 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-4 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 天皇陛下御下賜品の御紋付木杯、初めて大臣に就任した
際に地元の人たちから送られたモーニング、2ｍもの大
きさがある熊の毛皮など、政界で活躍した益谷の公私に
わたる品々をご覧ください。  

 能登町西谷啓治記念館 

 哲学者として高名を馳せた、能登町出身の西谷啓
治。著作物のほか、天皇御進公講書、叙位叙勲な
ど数多くの品を展示しています。 

 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 石川県出身で師匠でもある哲学者西田幾多郎との交流
を示す品々など、西谷の内外を知ることができる品々を
ご覧ください。  

 石川県柳田星の観察館 満天星 

 星空が美しい能登にある天文施設で、プラネタリ
ウムでは4000万個もの星を映し出します。天体
観望会では県内最大の望遠鏡で星を観察でき、満
天の星空を体験できます。 
 TEL  0768-76-0101  　 能登町字上町ロ1-1（やなぎだ植物公園内） 
 【開館時間】 9:30～17:00 　  【休館日】 木曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 入館無料。プラネタリウム
は大人500円（400円）、小中学生300円（200円）、幼児無料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館周辺はまち明かりの影響があまりないため、月明か
りがない日は満天の星空を体験することができます。  

 能登町真脇遺跡縄文館 

 縄文時代に繁栄した集落遺跡、真脇遺跡の遺物な
ど、国の重要文化財に指定された遺物を中心に
219点が展示されています。体験館では縄文土器
づくりなどの体験ができます。 
 TEL  0768-62-4800  　 能登町字真脇48-100 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月・火
曜日、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、
小中高校生150円（100円）  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「おさかな土器」の愛称で親しまれている真脇式土器や、
北陸独特のクリの丸太を半分に割り円形に並べて立て
られた巨大な「環状木柱列」のレプリカなど、縄文の人々
の営みを目の前で味わってみてはいかがでしょうか。  
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 能登中居鋳物館 

 全国でも珍しい鋳物専門の資料館です。鋳物づく
りの工程を分かりやすく紹介しています。また、
中居の町並みを紹介した映像も見ることができ
ます。 
 TEL  0768-56-1231  　 穴水町字中居ロ-110 
 【開館時間】 8:30～17:00（入館16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般300円（200
円）、小中高生150円（100円）  

   穴水町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 地場産業として栄えた鋳物の歴史や鋳物史料や古文書
を公開しています。また、周辺には2社7ヶ寺を巡る散策
路さとりの道があります。  

 能登町立羽根万象美術館 

 能登町出身の日本画家・羽根万象の作品を数多く
展示しています。スケッチ画や小下図などを展示
している個性的な美術館で、絵の制作過程を知る
ことができます。 
 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-5 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 美術館周辺は、能登半島の美しい海とリアス式海岸を見
渡せ、晴れた日には遠くに富山や新潟の山並みを望むこ
とができる風光明媚なスポットです。  

 能登町歴史民俗資料館 

 大正11年（1922）に建築された旧網元の居宅を
移築したもので、展示室には水産・自然・考古・
民俗・美術品など、約600点余りの資料を展示し
ています。 
 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-4 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「奉納鯨とり絵図」。嘉永6年（1853）加賀藩13代藩主前
田斎泰が能登沿岸を視察した際、能登町藤波の浜で鯨捕
りを見物したときの様子を描いたもの。当時の漁業や風
俗を知る貴重な資料で、町指定文化財です。  

 能登町郷土館 

 江戸時代末期（1825年前後）に建造された農家を
移築したもので、展示資料からは能登における農
漁業の古い生産生活様式を知ることができます。 

 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 広々とした豪農の権勢がしのばれる堂々とした建物の
大きな茶の間で、ヨコザ（主人の席）に座り、当主の気分
を味わってみてはいかがでしょうか。  
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 ふるさと創修館 

 中能登町内にある曳山（方形2階造）を毎年1基ず
つ展示するほか町内の考古資料や昔懐かしい民
具なども展示しています。 

 TEL  0767-74-2735  　 中能登町一青こ部19-1 
 【開館時間】 9:00～17:00 　 
 【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～1/4） 　 
 【入館料】 大人100円（80円）、中学生以下50円（40円）  

   中能登町     石動山資料館 

 山岳信仰の拠点として栄えた石動山（国指定史
跡）に関わる歴史資料など、約70点を展示し、石
動山の歴史をわかりやすく紹介しています。 

 TEL  0767-76-0408  　 中能登町石動山ラ1-2 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日、冬期休館（12/1～3/20） 　  【入館料】 大人200円（160
円）、高校生以下100円（無料）  

   中能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 資料館周辺には平成14年に復元された大宮坊をはじめ、
県指定文化財伊須流岐比古神社や旧観坊のほか当時の
繁栄を物語る僧坊跡や五重塔跡があります。  

 雨の宮能登王墓の館 

 国指定史跡雨の宮古墳群の調査成果を展示して
います。展示室では、埋葬施設の実物大模型や出
土した副葬品（重要文化財）を見学し、古墳につ
いて学ぶことができます。 
 TEL  0767-72-2202  　 中能登町西馬場7-12 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日、冬期休館（12～3月） 　  【入館料】 大人200円（160
円）、高校生以下100円（無料）  

   中能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 雨の宮古墳からは、邑知地溝帯の平野部や日本海を望む
ことができ、古墳時代の王の権力やその偉大さを感じ取
ることができます。  

 穴水町歴史民俗資料館 

 穴水町の歴史を総合的に調査・研究し、散逸しが
ちな歴史的文化的資料の収集保管を目的として、
国や県の補助を得て完成しました。 

 TEL  0768-52-2231  　 穴水町字川島ラ197-15 
 【開館時間】 8:30～17:00 　  【休館日】 月曜日、祝日、年末年始

（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般100円（50円）、小中高校生50円
（25円）  

   穴水町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 織田信長文書を多数保管している、全国でも珍しい資料
館です。また加賀宝生流の祖、諸橋権之進が寄進したと
される能面や町内の遺跡から出土した遺物など一見の
価値があります。  
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 能登中居鋳物館 

 全国でも珍しい鋳物専門の資料館です。鋳物づく
りの工程を分かりやすく紹介しています。また、
中居の町並みを紹介した映像も見ることができ
ます。 
 TEL  0768-56-1231  　 穴水町字中居ロ-110 
 【開館時間】 8:30～17:00（入館16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般300円（200
円）、小中高生150円（100円）  

   穴水町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 地場産業として栄えた鋳物の歴史や鋳物史料や古文書
を公開しています。また、周辺には2社7ヶ寺を巡る散策
路さとりの道があります。  

 能登町立羽根万象美術館 

 能登町出身の日本画家・羽根万象の作品を数多く
展示しています。スケッチ画や小下図などを展示
している個性的な美術館で、絵の制作過程を知る
ことができます。 
 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-5 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 美術館周辺は、能登半島の美しい海とリアス式海岸を見
渡せ、晴れた日には遠くに富山や新潟の山並みを望むこ
とができる風光明媚なスポットです。  

 能登町歴史民俗資料館 

 大正11年（1922）に建築された旧網元の居宅を
移築したもので、展示室には水産・自然・考古・
民俗・美術品など、約600点余りの資料を展示し
ています。 
 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-4 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「奉納鯨とり絵図」。嘉永6年（1853）加賀藩13代藩主前
田斎泰が能登沿岸を視察した際、能登町藤波の浜で鯨捕
りを見物したときの様子を描いたもの。当時の漁業や風
俗を知る貴重な資料で、町指定文化財です。  

 能登町郷土館 

 江戸時代末期（1825年前後）に建造された農家を
移築したもので、展示資料からは能登における農
漁業の古い生産生活様式を知ることができます。 

 TEL  0768-62-3669  　 能登町字宇出津イ字112-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人300円（200円）、小中高校生150円（100円）　※周辺施
設（郷土館、歴史民俗資料館、羽根万象美術館、益谷秀次記念館、西谷啓治記念館）共通入館料  

   能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 広々とした豪農の権勢がしのばれる堂々とした建物の
大きな茶の間で、ヨコザ（主人の席）に座り、当主の気分
を味わってみてはいかがでしょうか。  
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 ふるさと創修館 

 中能登町内にある曳山（方形2階造）を毎年1基ず
つ展示するほか町内の考古資料や昔懐かしい民
具なども展示しています。 

 TEL  0767-74-2735  　 中能登町一青こ部19-1 
 【開館時間】 9:00～17:00 　 
 【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～1/4） 　 
 【入館料】 大人100円（80円）、中学生以下50円（40円）  

   中能登町     石動山資料館 

 山岳信仰の拠点として栄えた石動山（国指定史
跡）に関わる歴史資料など、約70点を展示し、石
動山の歴史をわかりやすく紹介しています。 

 TEL  0767-76-0408  　 中能登町石動山ラ1-2 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日、冬期休館（12/1～3/20） 　  【入館料】 大人200円（160
円）、高校生以下100円（無料）  

   中能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 資料館周辺には平成14年に復元された大宮坊をはじめ、
県指定文化財伊須流岐比古神社や旧観坊のほか当時の
繁栄を物語る僧坊跡や五重塔跡があります。  

 雨の宮能登王墓の館 

 国指定史跡雨の宮古墳群の調査成果を展示して
います。展示室では、埋葬施設の実物大模型や出
土した副葬品（重要文化財）を見学し、古墳につ
いて学ぶことができます。 
 TEL  0767-72-2202  　 中能登町西馬場7-12 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日、冬期休館（12～3月） 　  【入館料】 大人200円（160
円）、高校生以下100円（無料）  

   中能登町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 雨の宮古墳からは、邑知地溝帯の平野部や日本海を望む
ことができ、古墳時代の王の権力やその偉大さを感じ取
ることができます。  

 穴水町歴史民俗資料館 

 穴水町の歴史を総合的に調査・研究し、散逸しが
ちな歴史的文化的資料の収集保管を目的として、
国や県の補助を得て完成しました。 

 TEL  0768-52-2231  　 穴水町字川島ラ197-15 
 【開館時間】 8:30～17:00 　  【休館日】 月曜日、祝日、年末年始

（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般100円（50円）、小中高校生50円
（25円）  

   穴水町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 織田信長文書を多数保管している、全国でも珍しい資料
館です。また加賀宝生流の祖、諸橋権之進が寄進したと
される能面や町内の遺跡から出土した遺物など一見の
価値があります。  
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 永井豪記念館 
 外観は周囲の景
観に合わせた和
風の趣きですが、
一歩中に入ると
別世界が広がっ
ています。永井
豪氏が描く様々
な作品、数多く
のキャラクター
に触れて、楽し
い時間を過ごせ
ます。 

 TEL  0768-23-0715  　 輪島市河井町1-123 
 【開館時間】 8:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 展示替
え期間 　  【入館料】 大人510円（460円）、小人210円（150円）、未
就学児無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内に入ると1/9スケールのマジンガー Zがお出迎えし
ます。売店には永井豪記念館でしか買えない限定グッズ
も販売しています。  

   輪島市     輪島塗会館 

 輪島塗会館内にある展示室は、国の有形民俗文化
財に指定されている貴重な作品をはじめ、製作用
具など輪島塗に関する歴史民俗資料計3804点を
保有・展示する資料館です。 
 TEL  0768-22-2155  　 輪島市河井町24-55 
 【開館時間】 8:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 無休 　
  【入館料】 大人300円（250円）、高校生200円（150円）、中学生
100円、小学生以下無料  

   輪島市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 1階は漆器の展示販売コーナーです。輪島市内約60軒の
漆器店が共同出店しています。普段使いの塗箸から高級
な室内装飾品まで、市内最大規模の品揃えです。  

 輪島キリコ会館 

 2015年3月にマリンタウンへ移転、リニューアル
オープンしました。館内には祭囃子が流れ、日本
遺産である「能登のキリコ祭り」の雰囲気が楽し
めます。 
 TEL  0768-22-7100  　 輪島市マリンタウン6-1 
 【開館時間】 8:00～17:00 　  【休館日】 無休 　  【入館料】 一般620円

（440円）、高校生470円（360円）、小中学生360円（310円）  

   輪島市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 実際に輪島大祭で担がれているキリコをはじめ、大小約
30基のキリコが展示されています。予約すればキリコ担
ぎ体験（1人500円）をすることもできます。  

 珠洲市立珠洲焼資料館 

 珠洲焼は平安時代の末期から室町時代にかけて、
日本海側に広く流通した、中世日本の代表的なや
きものです。当館では、古陶の美を鑑賞し、珠洲
焼の歴史的意義などを学ぶことができます。 
 TEL  0768-82-6200  　 珠洲市蛸島町1-2-563 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 年末年始（12/29～1/3）、展
示替え期間 　  【入館料】 一般310円（210円）、小中高生150円（100
円）  

   珠洲市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 施設敷地内には珠洲焼の復元窯があります。この窯は13
世紀前半に操業していた窯をモデルに復元し、当時と同
じ材料、工法で製作しました。どなたでも自由に観覧す
ることができ、年に数回、焼成を実施しています。  
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 すず塩田村 塩の資料館 

 日本で唯一、珠洲で受け継がれてきた「揚げ浜式」による塩田の見学と、
塩づくり体験（浜士体験2時間コース：大人2,000円、小人1,000円、13:30
～、要予約）ができるほか、塩の資料館「揚浜館」では、塩づくりの歴史が
学べます。塩を使用した商品や珠洲の特産品の販売も行っています。 
 TEL  0768-87-2040  　 珠洲市清水町1-58-1 
 【開館時間】 8:30～17:30、12～2月9:00～16:00 　  【休館日】 無休 　
  【入館料】 100円（小中学生50円）  

   珠洲市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 本施設はNHK連続テレビ小説「まれ」で紹介された揚浜
式製塩を継承し、塩づくりの様子を見学、体験できる塩
の資料館です。映像とジオラマによる揚浜式製塩の説明
のほか、世界の塩文化の紹介や岩塩の展示も行っていま
す。  

 能登さいはて資料館 

 能登半島最先端、狼煙にある私設のミニ資料館で
す。狼煙の農具や昭和の暮らし、伊能忠敬の加賀・
能登測量や、禄剛埼灯台内部の写真、灯台守の生
活などを紹介しています。 
 TEL  076-268-5725、090-3765-5725  　 珠洲市狼煙町テ21（道の駅狼煙の近く） 
 【開館時間】 ほぼ毎日開館10:00～16:00 　  【休館日】 不定休、冬季
休館（12～3月） 　  【入館料】 大人100円、高校生以下無料  

   珠洲市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 膝痛・腰痛などで禄剛埼灯台を見学できない方のため
に、灯台台地や一般公開時の灯台内部写真を展示してい
ます。  

 羽咋市歴史民俗資料館 

 衣食住・農耕など生活に密着した民俗資料、吉崎・
次場遺跡や寺家遺跡といった市域遺跡出土遺物
や近世農政史料、寺社関係史料、北前船関係資料、
郷土に関わる人物資料を展示しています。 
 TEL  0767-22-5998  　 羽咋市鶴多町鶴多田38-1 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日

（祝日の場合は翌平日）、祝日の翌日（土・日曜日は除く）、年末年
始（12/28～1/4） 　  【入館料】 入館無料  

   羽咋市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 市内各集落に伝わる獅子舞の映像コーナーが人気です。
氷見型の越中獅子、金沢型の加賀獅子、在地型の能登獅
子を見ることができ、迫力ある演舞が見どころです。  

 県指定有形文化財 加賀藩十村役「岡部家」 

 加賀藩十村役を務めた岡部家。その由緒を表す
二千石代官の申付状、前田利家の御墨付のほか数
多く所蔵。特に珍しいとされる、前田家から拝領
した矢屏風などを展示しています。 
 TEL  0767-29-3497  　 宝達志水町荻谷ニ42 
 【開館時間】 9:00～16:45（入館は16:00まで）、12～2月は9:00～15:45（入
館は15:00まで） 　  【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、12/24、年末年
始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人500円（400円）、子供200円（100円）  

   宝達志水町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 前田家から拝領した矢屏風と利常の正室珠姫が愛用し
た葵紋入り蒔絵雛御膳（写真）がおすすめです。  
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 永井豪記念館 
 外観は周囲の景
観に合わせた和
風の趣きですが、
一歩中に入ると
別世界が広がっ
ています。永井
豪氏が描く様々
な作品、数多く
のキャラクター
に触れて、楽し
い時間を過ごせ
ます。 

 TEL  0768-23-0715  　 輪島市河井町1-123 
 【開館時間】 8:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 展示替
え期間 　  【入館料】 大人510円（460円）、小人210円（150円）、未
就学児無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内に入ると1/9スケールのマジンガー Zがお出迎えし
ます。売店には永井豪記念館でしか買えない限定グッズ
も販売しています。  

   輪島市     輪島塗会館 

 輪島塗会館内にある展示室は、国の有形民俗文化
財に指定されている貴重な作品をはじめ、製作用
具など輪島塗に関する歴史民俗資料計3804点を
保有・展示する資料館です。 
 TEL  0768-22-2155  　 輪島市河井町24-55 
 【開館時間】 8:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 無休 　
  【入館料】 大人300円（250円）、高校生200円（150円）、中学生
100円、小学生以下無料  

   輪島市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 1階は漆器の展示販売コーナーです。輪島市内約60軒の
漆器店が共同出店しています。普段使いの塗箸から高級
な室内装飾品まで、市内最大規模の品揃えです。  

 輪島キリコ会館 

 2015年3月にマリンタウンへ移転、リニューアル
オープンしました。館内には祭囃子が流れ、日本
遺産である「能登のキリコ祭り」の雰囲気が楽し
めます。 
 TEL  0768-22-7100  　 輪島市マリンタウン6-1 
 【開館時間】 8:00～17:00 　  【休館日】 無休 　  【入館料】 一般620円

（440円）、高校生470円（360円）、小中学生360円（310円）  

   輪島市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 実際に輪島大祭で担がれているキリコをはじめ、大小約
30基のキリコが展示されています。予約すればキリコ担
ぎ体験（1人500円）をすることもできます。  

 珠洲市立珠洲焼資料館 

 珠洲焼は平安時代の末期から室町時代にかけて、
日本海側に広く流通した、中世日本の代表的なや
きものです。当館では、古陶の美を鑑賞し、珠洲
焼の歴史的意義などを学ぶことができます。 
 TEL  0768-82-6200  　 珠洲市蛸島町1-2-563 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 年末年始（12/29～1/3）、展
示替え期間 　  【入館料】 一般310円（210円）、小中高生150円（100
円）  

   珠洲市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 施設敷地内には珠洲焼の復元窯があります。この窯は13
世紀前半に操業していた窯をモデルに復元し、当時と同
じ材料、工法で製作しました。どなたでも自由に観覧す
ることができ、年に数回、焼成を実施しています。  
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 すず塩田村 塩の資料館 

 日本で唯一、珠洲で受け継がれてきた「揚げ浜式」による塩田の見学と、
塩づくり体験（浜士体験2時間コース：大人2,000円、小人1,000円、13:30
～、要予約）ができるほか、塩の資料館「揚浜館」では、塩づくりの歴史が
学べます。塩を使用した商品や珠洲の特産品の販売も行っています。 
 TEL  0768-87-2040  　 珠洲市清水町1-58-1 
 【開館時間】 8:30～17:30、12～2月9:00～16:00 　  【休館日】 無休 　
  【入館料】 100円（小中学生50円）  

   珠洲市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 本施設はNHK連続テレビ小説「まれ」で紹介された揚浜
式製塩を継承し、塩づくりの様子を見学、体験できる塩
の資料館です。映像とジオラマによる揚浜式製塩の説明
のほか、世界の塩文化の紹介や岩塩の展示も行っていま
す。  

 能登さいはて資料館 

 能登半島最先端、狼煙にある私設のミニ資料館で
す。狼煙の農具や昭和の暮らし、伊能忠敬の加賀・
能登測量や、禄剛埼灯台内部の写真、灯台守の生
活などを紹介しています。 
 TEL  076-268-5725、090-3765-5725  　 珠洲市狼煙町テ21（道の駅狼煙の近く） 
 【開館時間】 ほぼ毎日開館10:00～16:00 　  【休館日】 不定休、冬季
休館（12～3月） 　  【入館料】 大人100円、高校生以下無料  

   珠洲市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 膝痛・腰痛などで禄剛埼灯台を見学できない方のため
に、灯台台地や一般公開時の灯台内部写真を展示してい
ます。  

 羽咋市歴史民俗資料館 

 衣食住・農耕など生活に密着した民俗資料、吉崎・
次場遺跡や寺家遺跡といった市域遺跡出土遺物
や近世農政史料、寺社関係史料、北前船関係資料、
郷土に関わる人物資料を展示しています。 
 TEL  0767-22-5998  　 羽咋市鶴多町鶴多田38-1 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日

（祝日の場合は翌平日）、祝日の翌日（土・日曜日は除く）、年末年
始（12/28～1/4） 　  【入館料】 入館無料  

   羽咋市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 市内各集落に伝わる獅子舞の映像コーナーが人気です。
氷見型の越中獅子、金沢型の加賀獅子、在地型の能登獅
子を見ることができ、迫力ある演舞が見どころです。  

 県指定有形文化財 加賀藩十村役「岡部家」 

 加賀藩十村役を務めた岡部家。その由緒を表す
二千石代官の申付状、前田利家の御墨付のほか数
多く所蔵。特に珍しいとされる、前田家から拝領
した矢屏風などを展示しています。 
 TEL  0767-29-3497  　 宝達志水町荻谷ニ42 
 【開館時間】 9:00～16:45（入館は16:00まで）、12～2月は9:00～15:45（入
館は15:00まで） 　  【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、12/24、年末年
始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人500円（400円）、子供200円（100円）  

   宝達志水町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 前田家から拝領した矢屏風と利常の正室珠姫が愛用し
た葵紋入り蒔絵雛御膳（写真）がおすすめです。  
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 輪島市櫛比の庄禅の里交流館 

 總持寺祖院門前町として栄えた歴史文化を伝え
る貴重な品々を紹介しています。 

 TEL  0768-42-3550  　 輪島市門前町走出6-10 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日

（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人
310円（260円）、小人（小中高校生）150円  

   輪島市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 すぐそばの總持寺祖院を拝観した後に訪れるとより深
く總持寺文化に触れることができます。  

 重要文化財 旧角海家住宅 

 黒島地区はかつて幕府直轄の天領として北前船
交易で繁栄したところ。角海家も主要な船問屋と
して活躍しました。その歴史を伺わせる収蔵品を
公開しています。 

 TEL  0768-43-1135  　 輪島市門前町黒島町ロ94-2 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　 
 【入館料】 大人310円（260円）、小中高生150円  

   輪島市    

 輪島市黒島天領北前船資料館 

 黒島および北前船に関する資料を収集、保存して
展示しています。伝統行事である天領祭に関する
資料も豊富に展示しており、中でも2基の山車の
迫力は圧巻です。 

 TEL  0768-43-1193  　 輪島市門前町黒島町ロ114-2 
 【開館時間】 9:00～16:00 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　 
 【入館料】 大人300円（250円）、小人（小中高生）150円  

   輪島市     輪島市もんぜん文化村 

 ギャラリーではきりえ作品を中心に展示してお
り、展示替え期間中は小中学生による作品を展示
しています。セミナーハウスでは、きりえ体験、
草木染、陶芸などの教室を開催（募集は年度初め
のみ）を開催しています。 

 TEL  0768-45-1916  　 輪島市門前町腰細9-29 
 【開館時間】 9:00～16:00 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　 
 【入館料】 大人310円（260円）、小人（小中高生）150円  

   輪島市    
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 明治の館（室木家住宅） 

 江戸、明治期に農林業や廻船、酒造業で栄えてい
た室木家によって建てられました。合掌入母屋造
り茅葺（かやぶき）屋根と、アテや欅などの用材
が見事な建物は、七尾市有形文化財に指定されて
います。 

 TEL  0767-66-0175  　 七尾市中島町外ナ13 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、冬季休館（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人300円（200円）、小中高生100円（50円）  

   七尾市     七尾城史資料館 

 能登畠山氏の拠点であった七尾城を紹介してい
ます。七尾城や城下の出土品、ゆかりの武具や書
状などを展示しており、七尾城を再現したCG映
像を見ることができます。 

 TEL  0767-53-4215  　 七尾市古屋敷町シカマ藪8-2 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、冬季休館

（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人200円（160円）、高大生160円（120円）  

   七尾市    

 懐古館 

 江戸期に加賀藩の庄屋を務めていた飯田家に
よって建てられました。美しい茅葺屋根の建物
で、江戸後期の能登を代表する古民家として、国
登録有形文化財となっています。 

 TEL  0767-53-6674  　 七尾市古屋敷町タ8-6 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、冬季休館

（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人200円（160円）、高大生160円（120円）  

   七尾市     石川県輪島漆芸美術館 

 世界で唯一の漆芸専門の美術館。様々な企画展の
ほか、常設展では輪島塗の歴史と文化を製作道具
や映像で分かりやすく紹介しています。 

 TEL  0768-22-9788  　 輪島市水守町四十苅11 
 【 開 館 時 間 】 9:00～17:00（ 入 館16:30ま で ） 　  【 休 館 日 】 年 末

（12/29～31）、展示替え期間 　  【入館料】 一般620円（510円）、高
大学生310円（210円）、小中学生150円（100円）、未就学児無料  

   輪島市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 子どもから大人まで楽める「さわれる工程見本」で視覚・
触覚で輪島塗の伝統技法を堪能できます。1階ミュージ
アムショップでは、輪島塗はもちろん、能登の工芸品や
マスコットキャラクター「わんじま」グッズも販売。  
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 輪島市櫛比の庄禅の里交流館 

 總持寺祖院門前町として栄えた歴史文化を伝え
る貴重な品々を紹介しています。 

 TEL  0768-42-3550  　 輪島市門前町走出6-10 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日

（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人
310円（260円）、小人（小中高校生）150円  

   輪島市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 すぐそばの總持寺祖院を拝観した後に訪れるとより深
く總持寺文化に触れることができます。  

 重要文化財 旧角海家住宅 

 黒島地区はかつて幕府直轄の天領として北前船
交易で繁栄したところ。角海家も主要な船問屋と
して活躍しました。その歴史を伺わせる収蔵品を
公開しています。 

 TEL  0768-43-1135  　 輪島市門前町黒島町ロ94-2 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　 
 【入館料】 大人310円（260円）、小中高生150円  

   輪島市    

 輪島市黒島天領北前船資料館 

 黒島および北前船に関する資料を収集、保存して
展示しています。伝統行事である天領祭に関する
資料も豊富に展示しており、中でも2基の山車の
迫力は圧巻です。 

 TEL  0768-43-1193  　 輪島市門前町黒島町ロ114-2 
 【開館時間】 9:00～16:00 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　 
 【入館料】 大人300円（250円）、小人（小中高生）150円  

   輪島市     輪島市もんぜん文化村 

 ギャラリーではきりえ作品を中心に展示してお
り、展示替え期間中は小中学生による作品を展示
しています。セミナーハウスでは、きりえ体験、
草木染、陶芸などの教室を開催（募集は年度初め
のみ）を開催しています。 

 TEL  0768-45-1916  　 輪島市門前町腰細9-29 
 【開館時間】 9:00～16:00 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　 
 【入館料】 大人310円（260円）、小人（小中高生）150円  

   輪島市    
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 明治の館（室木家住宅） 

 江戸、明治期に農林業や廻船、酒造業で栄えてい
た室木家によって建てられました。合掌入母屋造
り茅葺（かやぶき）屋根と、アテや欅などの用材
が見事な建物は、七尾市有形文化財に指定されて
います。 

 TEL  0767-66-0175  　 七尾市中島町外ナ13 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、冬季休館（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人300円（200円）、小中高生100円（50円）  

   七尾市     七尾城史資料館 

 能登畠山氏の拠点であった七尾城を紹介してい
ます。七尾城や城下の出土品、ゆかりの武具や書
状などを展示しており、七尾城を再現したCG映
像を見ることができます。 

 TEL  0767-53-4215  　 七尾市古屋敷町シカマ藪8-2 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、冬季休館

（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人200円（160円）、高大生160円（120円）  

   七尾市    

 懐古館 

 江戸期に加賀藩の庄屋を務めていた飯田家に
よって建てられました。美しい茅葺屋根の建物
で、江戸後期の能登を代表する古民家として、国
登録有形文化財となっています。 

 TEL  0767-53-6674  　 七尾市古屋敷町タ8-6 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、冬季休館

（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人200円（160円）、高大生160円（120円）  

   七尾市     石川県輪島漆芸美術館 

 世界で唯一の漆芸専門の美術館。様々な企画展の
ほか、常設展では輪島塗の歴史と文化を製作道具
や映像で分かりやすく紹介しています。 

 TEL  0768-22-9788  　 輪島市水守町四十苅11 
 【 開 館 時 間 】 9:00～17:00（ 入 館16:30ま で ） 　  【 休 館 日 】 年 末

（12/29～31）、展示替え期間 　  【入館料】 一般620円（510円）、高
大学生310円（210円）、小中学生150円（100円）、未就学児無料  

   輪島市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 子どもから大人まで楽める「さわれる工程見本」で視覚・
触覚で輪島塗の伝統技法を堪能できます。1階ミュージ
アムショップでは、輪島塗はもちろん、能登の工芸品や
マスコットキャラクター「わんじま」グッズも販売。  
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 石川県能登島ガラス美術館 

 ピカソなど有名な芸術家のデザインによるガラス
彫刻、中国・清朝のガラス工芸、現代作家によるガ
ラスアートを展示。庭園にもガラス作品が設置され、
能登の海景も楽しめる最高のロケーションです。 
 TEL  0767-84-1175  　 七尾市能登島向田町125-10 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで）、12～3月9:00～16:30（入館
は16:00まで） 　  【休館日】 第3火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29
～1/1）、展示替え期間 　  【入館料】 大人800円（700円）、中学生以下無料  

   七尾市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 おすすめは期間限定・ガラス彫刻体験！電動ルーターを
使ってガラスのコップなどに好きな絵柄を彫刻します。
子どもも大人も楽しめます。12月～2018年1・2月の毎
土・日曜日に開催。詳しくは当館HPをご参照ください。  

 能登国分寺展示館 

 9世紀ごろに建立された能登国分寺を紹介してい
ます。国分寺発掘調査で出土した瓦、建築材、和
同開珎などを展示しており、周辺の関連する遺跡
も紹介しています。 

 TEL  0767-52-9850  　 七尾市国分町リ部9 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、冬季休館

（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人200円（160円）、中学生以下無料  

   七尾市    

 蝦夷穴歴史センター 

 古墳時代の終わり頃（7世紀中頃）に築かれた有
力者の墳墓である須曽蝦夷穴古墳。発掘調査の結
果出土した遺物を展示し、発掘調査の様子を写真
図解などで紹介しています。 

 TEL  0767-85-2022  　 七尾市能登島須曽町タ部21-5 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 火・水曜日（祝日の場合は翌日）、冬季休館（11/21～
3/19） 　 
 【入館料】 大人100円（高校生以上）  

   七尾市     中島お祭り資料館・中島お祭り伝承館 

 全国でも能登中島でしか行われていない「枠旗祭
り」を紹介しています。祭りを再現した広場や、
祭具の展示、ビデオ上映などを通して、祭りの雰
囲気を感じることができます。 

 TEL  0767-66-2200  　 七尾市中島町横田1-148 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、冬季休館（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人500円（300円）、高校生400円（300円）、小・中学
生300円（250円）  

   七尾市    
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 野々市市郷土資料館 

 市指定文化財旧魚住家住宅を利用した資料館で、
建物内部や民具・農具を見学できます。当館なな
め向いに、国指定重要文化財「喜多家住宅」があ
り北国街道の面影をとどめています。 
 TEL  076-246-2672  　 野々市市本町3-19-24 
 【開館時間】 10:00～18:00 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌
日）、祝日の翌日（土・日曜日は除く）、年末年始（12/28～1/3） 　
  【入館料】 入館無料  

   野々市市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 土・日曜日は「六日町かふぇ」が開催されており、北国街
道散策の休憩スポットとしてもおすすめです。  

 野々市市ふるさと歴史館 

 国の重要文化財に指定されている石川県御経塚
遺跡出土品をはじめとする、野々市市内発掘調査
で見つかった出土品を展示しています。 

 TEL  076-246-0133  　 野々市市御経塚1-182 
 【開館時間】 10:00～16:00 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌
日）、祝日の翌日（土・日曜日は除く）、年末年始（12/28～1/3） 　
  【入館料】 入館無料  

   野々市市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 1～2時間程度で、勾玉ペンダントや縄文土器作りが体験
できます（200円、要予約）。また、隣接する史跡公園に
は、竪穴住居が復元されています。  

能登エリア
七尾市、輪島市、珠洲市、
羽咋市、宝達志水町、

中能登町、穴水町、能登町

 石川県七尾美術館 

 能登地方唯一の総合美術館。「能登にゆかりのあ
る美術工芸の紹介」をメインテーマに、優れた作
品を展示。無料で楽しめるハイビジョンコーナー
やティールームも備えています。 
 TEL  0767-53-1500  　 七尾市小丸山台1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日（土・日曜日は除く）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間　※展覧会によっては
会期中無休 　  【入館料】 一般350～800円、大高生280～350円　※展覧会により異なる  

   七尾市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 所蔵品の中核「池田コレクション」は、桃山時代の陶磁器
を中心とした優れたコレクションで、定期的に公開。春
季に「長谷川等伯展」、秋季には「ボローニャ国際絵本原
画展」などの特別展を開催し、大人から子どもまで美術
に親しめます。  
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 石川県能登島ガラス美術館 

 ピカソなど有名な芸術家のデザインによるガラス
彫刻、中国・清朝のガラス工芸、現代作家によるガ
ラスアートを展示。庭園にもガラス作品が設置され、
能登の海景も楽しめる最高のロケーションです。 
 TEL  0767-84-1175  　 七尾市能登島向田町125-10 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで）、12～3月9:00～16:30（入館
は16:00まで） 　  【休館日】 第3火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29
～1/1）、展示替え期間 　  【入館料】 大人800円（700円）、中学生以下無料  

   七尾市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 おすすめは期間限定・ガラス彫刻体験！電動ルーターを
使ってガラスのコップなどに好きな絵柄を彫刻します。
子どもも大人も楽しめます。12月～2018年1・2月の毎
土・日曜日に開催。詳しくは当館HPをご参照ください。  

 能登国分寺展示館 

 9世紀ごろに建立された能登国分寺を紹介してい
ます。国分寺発掘調査で出土した瓦、建築材、和
同開珎などを展示しており、周辺の関連する遺跡
も紹介しています。 

 TEL  0767-52-9850  　 七尾市国分町リ部9 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、冬季休館

（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人200円（160円）、中学生以下無料  

   七尾市    

 蝦夷穴歴史センター 

 古墳時代の終わり頃（7世紀中頃）に築かれた有
力者の墳墓である須曽蝦夷穴古墳。発掘調査の結
果出土した遺物を展示し、発掘調査の様子を写真
図解などで紹介しています。 

 TEL  0767-85-2022  　 七尾市能登島須曽町タ部21-5 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 火・水曜日（祝日の場合は翌日）、冬季休館（11/21～
3/19） 　 
 【入館料】 大人100円（高校生以上）  

   七尾市     中島お祭り資料館・中島お祭り伝承館 

 全国でも能登中島でしか行われていない「枠旗祭
り」を紹介しています。祭りを再現した広場や、
祭具の展示、ビデオ上映などを通して、祭りの雰
囲気を感じることができます。 

 TEL  0767-66-2200  　 七尾市中島町横田1-148 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　 
 【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、冬季休館（12/11～3/10） 　 
 【入館料】 大人500円（300円）、高校生400円（300円）、小・中学
生300円（250円）  

   七尾市    

施
設
ガ
イ
ド

加賀金沢 能登能登

 野々市市郷土資料館 

 市指定文化財旧魚住家住宅を利用した資料館で、
建物内部や民具・農具を見学できます。当館なな
め向いに、国指定重要文化財「喜多家住宅」があ
り北国街道の面影をとどめています。 
 TEL  076-246-2672  　 野々市市本町3-19-24 
 【開館時間】 10:00～18:00 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌
日）、祝日の翌日（土・日曜日は除く）、年末年始（12/28～1/3） 　
  【入館料】 入館無料  

   野々市市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 土・日曜日は「六日町かふぇ」が開催されており、北国街
道散策の休憩スポットとしてもおすすめです。  

 野々市市ふるさと歴史館 

 国の重要文化財に指定されている石川県御経塚
遺跡出土品をはじめとする、野々市市内発掘調査
で見つかった出土品を展示しています。 

 TEL  076-246-0133  　 野々市市御経塚1-182 
 【開館時間】 10:00～16:00 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌
日）、祝日の翌日（土・日曜日は除く）、年末年始（12/28～1/3） 　
  【入館料】 入館無料  

   野々市市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 1～2時間程度で、勾玉ペンダントや縄文土器作りが体験
できます（200円、要予約）。また、隣接する史跡公園に
は、竪穴住居が復元されています。  

能登エリア
七尾市、輪島市、珠洲市、
羽咋市、宝達志水町、

中能登町、穴水町、能登町

 石川県七尾美術館 

 能登地方唯一の総合美術館。「能登にゆかりのあ
る美術工芸の紹介」をメインテーマに、優れた作
品を展示。無料で楽しめるハイビジョンコーナー
やティールームも備えています。 
 TEL  0767-53-1500  　 七尾市小丸山台1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日（土・日曜日は除く）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間　※展覧会によっては
会期中無休 　  【入館料】 一般350～800円、大高生280～350円　※展覧会により異なる  

   七尾市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 所蔵品の中核「池田コレクション」は、桃山時代の陶磁器
を中心とした優れたコレクションで、定期的に公開。春
季に「長谷川等伯展」、秋季には「ボローニャ国際絵本原
画展」などの特別展を開催し、大人から子どもまで美術
に親しめます。  
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 能美市立歴史民俗資料館 

 国指定史跡能美古墳群の出土品を中心に、市内の
歴史、考古、民俗資料を収集、展示しています。 

 TEL  0761-58-6103  　 能美市寺井町を20 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
年末年始（12/28～1/4） 　  【入館料】 入館無料  

   能美市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 国内最古の文字須恵器や多くの鉄製武器・武具など古墳
時代の貴重な品々をご覧いただけます。  

 能美市九谷焼資料館 

 九谷焼の歴史を振り返るとともに、過去の名作を
鑑賞し、さらに現代九谷の新しい息吹を公開して
います。江戸時代からの名品の常設展のほかに、
随時特別展覧会を開催しています。 
 TEL  0761-58-6100  　 能美市泉台町南56 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人430円（370円）、75歳以
上320円、高校生以下無料  

   能美市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 資料館1階のエントランスホールでは新聞・雑誌などで
紹介されている九谷焼新商材を展示しています。  

 能美市立九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館） 

 能美市（旧寺井町）出身の陶芸家で、平成8年に文
化勲章を受けた浅蔵五十吉（1913～1998年）の、
平成時代を中心とした代表作を展示しています。 

 TEL  0761-58-6789  　 能美市泉台町南1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人430円（370円）、75歳以
上320円、高校生以下無料  

   能美市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 美術館横の広場には九谷陶芸村のランドマークともい
えるビックモニュメント（高さ12.9ｍ・6万ピースのパー
ツからなる）が設置されていて記念撮影スポットになっ
ています。  

 能美市九谷焼陶芸館 

 九谷焼資料館の別館として1990（平成2）年に開
館しました。ロクロ、上絵付け道具、本窯、上絵窯
などが設けられており、入館者が陶芸に親しむこ
とができます。 
 TEL  0761-58-6300  　 能美市泉台町南9 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 入館無料  

   能美市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 施設の後ろには能美窯（九谷焼の色絵付前の素地を焼く
ための薪がま）が設置されていて4・11月の窯焚きに参
加することもできます。開館時間中は見学可能です。  

施
設
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加賀金沢 能登加賀

 白山市立鳥越一向一揆歴史館 

 国指定史跡「鳥越城跡附二曲城跡」の拠点ガイダ
ンス施設として開館。一向一揆にまつわる資料及
び城跡出土品の展示のほか、白山ろくにおける一
向一揆の歴史的経緯を映像で紹介しています。 
 TEL  076-254-8020  　 白山市出合町甲26 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日

（祝日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え
期間 　  【入館料】 大人300円（250円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館のおすすめは金板片です。平成6年に鳥越城跡本
丸北東側から発掘されました。約2cm四方、厚さは1～
2mmの小さなものですが、中世城郭から金板片が見つ
かったことは初めてで、非常に注目されました。  

 松任ふるさと館 

 戦前に活躍した実業家の吉田茂平の私邸を譲り
受けて、昭和57年（1982）開館。国の登録有形文
化財に指定されている主屋、門などが見どころ。
隣接の庭園「紫雲園」も見ごたえがあります。 
 TEL  076-276-5614  　 白山市殿町312 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日

（祝日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】
 入館無料（部屋使用の場合は有料）  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 庭園「紫雲園」がおすすめです。四季折々の景観が楽しめ
ます。  

 白山恐竜パーク白峰 

 恐竜館、学習館、ふれあい館などがあります。国
指定天然記念物「桑島化石壁」から発見された恐
竜化石をはじめ、多くの動植物化石の展示や調査
研究・普及活動を行っています。 
 TEL  076-259-2724  　 白山市桑島4-99-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日

（祝日の場合は翌日）、11月下旬～4月下旬 　  【入館料】 大人500
円、小中高生200円  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 化石の持ち帰りができる化石発掘体験（小学生以上が対
象）や、発掘・クリーニング作業などの化石調査を見学
できます。また、隊員登録により化石調査隊活動にも参
加可能です。  

 金城学園 白山美術館 

 館内は、天井が高く大きな空間になっています。
白山ろくに向かう157号線に面した帽子型のユ
ニークな外観が特徴です。 

 TEL  076-276-4411、076-273-3744  　 白山市河内町吉岡東108-1 
 【開館時間】 12:00～16:00 　  【休館日】 企画展のないとき、企画展
開催中の火曜日 　  【入館料】 入館無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 敷地内に全国でも珍しい大きな花が咲く藤棚がありま
す（写真）。また、道路を挟んで前には白山ろくテーマ
パークがあります。  
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 能美市立歴史民俗資料館 

 国指定史跡能美古墳群の出土品を中心に、市内の
歴史、考古、民俗資料を収集、展示しています。 

 TEL  0761-58-6103  　 能美市寺井町を20 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
年末年始（12/28～1/4） 　  【入館料】 入館無料  

   能美市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 国内最古の文字須恵器や多くの鉄製武器・武具など古墳
時代の貴重な品々をご覧いただけます。  

 能美市九谷焼資料館 

 九谷焼の歴史を振り返るとともに、過去の名作を
鑑賞し、さらに現代九谷の新しい息吹を公開して
います。江戸時代からの名品の常設展のほかに、
随時特別展覧会を開催しています。 
 TEL  0761-58-6100  　 能美市泉台町南56 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人430円（370円）、75歳以
上320円、高校生以下無料  

   能美市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 資料館1階のエントランスホールでは新聞・雑誌などで
紹介されている九谷焼新商材を展示しています。  

 能美市立九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館） 

 能美市（旧寺井町）出身の陶芸家で、平成8年に文
化勲章を受けた浅蔵五十吉（1913～1998年）の、
平成時代を中心とした代表作を展示しています。 

 TEL  0761-58-6789  　 能美市泉台町南1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人430円（370円）、75歳以
上320円、高校生以下無料  

   能美市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 美術館横の広場には九谷陶芸村のランドマークともい
えるビックモニュメント（高さ12.9ｍ・6万ピースのパー
ツからなる）が設置されていて記念撮影スポットになっ
ています。  

 能美市九谷焼陶芸館 

 九谷焼資料館の別館として1990（平成2）年に開
館しました。ロクロ、上絵付け道具、本窯、上絵窯
などが設けられており、入館者が陶芸に親しむこ
とができます。 
 TEL  0761-58-6300  　 能美市泉台町南9 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日、
年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 入館無料  

   能美市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 施設の後ろには能美窯（九谷焼の色絵付前の素地を焼く
ための薪がま）が設置されていて4・11月の窯焚きに参
加することもできます。開館時間中は見学可能です。  
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加賀金沢 能登加賀

 白山市立鳥越一向一揆歴史館 

 国指定史跡「鳥越城跡附二曲城跡」の拠点ガイダ
ンス施設として開館。一向一揆にまつわる資料及
び城跡出土品の展示のほか、白山ろくにおける一
向一揆の歴史的経緯を映像で紹介しています。 
 TEL  076-254-8020  　 白山市出合町甲26 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え
期間 　  【入館料】 大人300円（250円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館のおすすめは金板片です。平成6年に鳥越城跡本
丸北東側から発掘されました。約2cm四方、厚さは1～
2mmの小さなものですが、中世城郭から金板片が見つ
かったことは初めてで、非常に注目されました。  

 松任ふるさと館 

 戦前に活躍した実業家の吉田茂平の私邸を譲り
受けて、昭和57年（1982）開館。国の登録有形文
化財に指定されている主屋、門などが見どころ。
隣接の庭園「紫雲園」も見ごたえがあります。 
 TEL  076-276-5614  　 白山市殿町312 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】
 入館無料（部屋使用の場合は有料）  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 庭園「紫雲園」がおすすめです。四季折々の景観が楽しめ
ます。  

 白山恐竜パーク白峰 

 恐竜館、学習館、ふれあい館などがあります。国
指定天然記念物「桑島化石壁」から発見された恐
竜化石をはじめ、多くの動植物化石の展示や調査
研究・普及活動を行っています。 
 TEL  076-259-2724  　 白山市桑島4-99-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌日）、11月下旬～4月下旬 　  【入館料】 大人500
円、小中高生200円  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 化石の持ち帰りができる化石発掘体験（小学生以上が対
象）や、発掘・クリーニング作業などの化石調査を見学
できます。また、隊員登録により化石調査隊活動にも参
加可能です。  

 金城学園 白山美術館 

 館内は、天井が高く大きな空間になっています。
白山ろくに向かう157号線に面した帽子型のユ
ニークな外観が特徴です。 

 TEL  076-276-4411、076-273-3744  　 白山市河内町吉岡東108-1 
 【開館時間】 12:00～16:00 　  【休館日】 企画展のないとき、企画展
開催中の火曜日 　  【入館料】 入館無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 敷地内に全国でも珍しい大きな花が咲く藤棚がありま
す（写真）。また、道路を挟んで前には白山ろくテーマ
パークがあります。  
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 松任中川一政記念美術館 

 白山市ゆかりの文化勲章受章者・中川一政の美術
館です。中川は、「薔薇」や「向日葵」また「駒ヶ岳」
の絵で知られ、鮮やかな色彩と躍動感豊かなタッ
チが魅力です。 
 TEL  076-275-7532  　 白山市旭町61-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日
の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館
料】 大人200円（100円）、高校生100円（50円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 書や陶芸など多岐にわたる芸術を楽しむことができま
す。また、別館から眺める日本庭園も見どころの一つで、
カフェでお茶も召し上がれます。  

 千代女の里俳句館 

 俳句を通した交流・体験活動のための拠点施設と
して、加賀の千代女の作品や映像展示などで、俳
句を分かりやすく紹介しています。 

 TEL  076-276-0819  　 白山市殿町310 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日
の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館
料】 大人200円（100円）、高校生100円（50円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 加賀の千代女の生涯を追った映像を見ることで、千代女
のことをより深く知ることができます。  

 石川ルーツ交流館 

 明治5年（1872）、旧石川郡美川町には一時県庁が置
かれ、郡名が「石川県」という名称の由来になったと
されています。ふるさとをテーマに、当時の知事室を
再現した部屋やおかえり祭りなどを紹介しています。 
 TEL  076-278-7111  　 白山市美川南町ヌ138-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え
期間 　  【入館料】 大人300円（200円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 晴れた日には、施設2階展望コーナーから白山、手取川、
日本海の景色が望めます。  

 呉竹文庫 

 もともとは大正時代に旧北前船主の熊田氏によっ
て創設された私設図書館であり、保養の別邸だっ
た建物を、博物館的な展示施設として平成2年に
再興しました。茶会も定期的に開催しています。 
 TEL  076-278-6252  　 白山市湊町ヨ146 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え
期間 　  【入館料】 大人300円（200円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 施設周辺には、平成の名水百選に選ばれた白山美川伏流
水群「呉竹水荘」、上杉織田手取川の戦い遠望の石碑があ
り、手取川を散策しながらあわせてご覧いただけます。  

施
設
ガ
イ
ド

加賀金沢 能登加賀

 無限庵 

 旧加賀藩家老横山家の建物を金沢より山中温泉
に移築した明治時代の最高級の武家書院造りの
見学ができます。 

 TEL  0761-78-0160  　 加賀市山中温泉下谷町ロ6 
 【開館時間】 8:30～18:00（入館は17:00まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人500円（400円）、中高生200円、
小学生100円  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内には、尾形光琳作「鉄線絵団扇」や千利休所持の茶箱
などの美術品が展示されています。  

 山中片岡鶴太郎工藝館 

 昭和初期に建てられた有形文化財の建物内に、芸
術家でもあるタレントの片岡鶴太郎氏の漆芸・陶
芸・墨彩画を展示。ショップや喫茶コーナーも併
設しており、ゆっくり作品世界に浸れます。 
 TEL  0761-78-1225  　 加賀市山中温泉湯の出町レ26-3 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 12/31 　
  【入館料】 大人500円、中学生以下300円  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 離れ奥座敷で特別公開中の山中節を描いた襖絵をぜひ
ご覧ください。  

 石川県立白山ろく民俗資料館 

 白山ろくは、白山信仰や出作り農業をはじめとす
る特有の山村文化を温存している地域であり、そ
の文化遺産の重要性を認め、民俗資料を調査・収
集し、展示しています。 
 TEL  （076）259-2665  　 白山市白峰リ30 
 【開館時間】 9:00～16:30（入館は16:00まで） 　  【休館日】 木曜日
（祝日の場合は翌日）、冬期休館（12/11～3/9） 　  【入館料】 一般
260円（200円）、65歳以上200円、高校生以下無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 土・日曜日、祝日に、旧杉原家でカマシイリコとネブ茶
の試食を行っております。囲炉裏端で、懐かしい風情を
お楽しみください。  

 白山市立博物館 

 旧松任市の郷土の歴史・先達・民俗を紹介してい
ます。刀剣作家で人間国宝の隅谷正峯の作品や刀
剣制作過程をジオラマで展示しています。 

 TEL  076-275-8922  　 白山市西新町168-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日
の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館
料】 大人200円（100円）、高校生100円（50円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「てつどうの広場」に鉄道模型を設置し、毎月第3日曜日
に模型電車を運行しています。  
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 松任中川一政記念美術館 

 白山市ゆかりの文化勲章受章者・中川一政の美術
館です。中川は、「薔薇」や「向日葵」また「駒ヶ岳」
の絵で知られ、鮮やかな色彩と躍動感豊かなタッ
チが魅力です。 
 TEL  076-275-7532  　 白山市旭町61-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日
の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館
料】 大人200円（100円）、高校生100円（50円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 書や陶芸など多岐にわたる芸術を楽しむことができま
す。また、別館から眺める日本庭園も見どころの一つで、
カフェでお茶も召し上がれます。  

 千代女の里俳句館 

 俳句を通した交流・体験活動のための拠点施設と
して、加賀の千代女の作品や映像展示などで、俳
句を分かりやすく紹介しています。 

 TEL  076-276-0819  　 白山市殿町310 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日
の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館
料】 大人200円（100円）、高校生100円（50円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 加賀の千代女の生涯を追った映像を見ることで、千代女
のことをより深く知ることができます。  

 石川ルーツ交流館 

 明治5年（1872）、旧石川郡美川町には一時県庁が置
かれ、郡名が「石川県」という名称の由来になったと
されています。ふるさとをテーマに、当時の知事室を
再現した部屋やおかえり祭りなどを紹介しています。 
 TEL  076-278-7111  　 白山市美川南町ヌ138-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え
期間 　  【入館料】 大人300円（200円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 晴れた日には、施設2階展望コーナーから白山、手取川、
日本海の景色が望めます。  

 呉竹文庫 

 もともとは大正時代に旧北前船主の熊田氏によっ
て創設された私設図書館であり、保養の別邸だっ
た建物を、博物館的な展示施設として平成2年に
再興しました。茶会も定期的に開催しています。 
 TEL  076-278-6252  　 白山市湊町ヨ146 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え
期間 　  【入館料】 大人300円（200円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 施設周辺には、平成の名水百選に選ばれた白山美川伏流
水群「呉竹水荘」、上杉織田手取川の戦い遠望の石碑があ
り、手取川を散策しながらあわせてご覧いただけます。  

施
設
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ド

加賀金沢 能登加賀

 無限庵 

 旧加賀藩家老横山家の建物を金沢より山中温泉
に移築した明治時代の最高級の武家書院造りの
見学ができます。 

 TEL  0761-78-0160  　 加賀市山中温泉下谷町ロ6 
 【開館時間】 8:30～18:00（入館は17:00まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人500円（400円）、中高生200円、
小学生100円  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内には、尾形光琳作「鉄線絵団扇」や千利休所持の茶箱
などの美術品が展示されています。  

 山中片岡鶴太郎工藝館 

 昭和初期に建てられた有形文化財の建物内に、芸
術家でもあるタレントの片岡鶴太郎氏の漆芸・陶
芸・墨彩画を展示。ショップや喫茶コーナーも併
設しており、ゆっくり作品世界に浸れます。 
 TEL  0761-78-1225  　 加賀市山中温泉湯の出町レ26-3 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 12/31 　
  【入館料】 大人500円、中学生以下300円  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 離れ奥座敷で特別公開中の山中節を描いた襖絵をぜひ
ご覧ください。  

 石川県立白山ろく民俗資料館 

 白山ろくは、白山信仰や出作り農業をはじめとす
る特有の山村文化を温存している地域であり、そ
の文化遺産の重要性を認め、民俗資料を調査・収
集し、展示しています。 
 TEL  （076）259-2665  　 白山市白峰リ30 
 【開館時間】 9:00～16:30（入館は16:00まで） 　  【休館日】 木曜日
（祝日の場合は翌日）、冬期休館（12/11～3/9） 　  【入館料】 一般
260円（200円）、65歳以上200円、高校生以下無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 土・日曜日、祝日に、旧杉原家でカマシイリコとネブ茶
の試食を行っております。囲炉裏端で、懐かしい風情を
お楽しみください。  

 白山市立博物館 

 旧松任市の郷土の歴史・先達・民俗を紹介してい
ます。刀剣作家で人間国宝の隅谷正峯の作品や刀
剣制作過程をジオラマで展示しています。 

 TEL  076-275-8922  　 白山市西新町168-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日
の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館
料】 大人200円（100円）、高校生100円（50円）、中学生以下・障害者無料  

   白山市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「てつどうの広場」に鉄道模型を設置し、毎月第3日曜日
に模型電車を運行しています。  
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 ろくろの里 工芸の館 
 木地挽物技術で
は日本一と言わ
れる山中漆器の
木地師の職人技
を間近で見学で
きます。また、地
元木地職人の手
ほどきで木地挽
きろくろ体験が
できます（有料）。
作品は職人が拭
き漆を施し、お
届けします。 

 TEL  0761-78-2278  　 加賀市山中温泉菅谷町ヘ1-1 
 【開館時間】 9:30～17:00 　  【休館日】 水曜日 　  【入館料】 入館無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 周辺には多くの山中漆器の木地挽き職人の工房があり、
お椀や茶托、棗（なつめ）など様々な木地を挽く様子を見
学できます。  

   加賀市     山中座 

 平成14年山中温泉の元湯にオープンした山中座
は、山中漆器の粋を集めた格調高い造りが特徴で
す。芸妓連の「山中節」が毎日観賞でき、伝統芸能
に親しむことができます（有料）。 
 TEL  0761-78-5523  　 加賀市山中温泉薬師町ム1 
 【開館時間】 8:30～22:00 　  【休館日】 無休 　  【入館料】 入館無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内の売店では、菊の湯の源泉にじっくり5時間浸けて
でき上がる「菊の湯たまご（温泉たまご）」を販売してい
ます。温泉成分がしみて観光客からも美味しいの声をい
ただいています。  

 日本折紙博物館 

 5000種10万点もの折紙作品を展示する世界最大
級の折紙ミュージアム。折紙で再現した前田利家
の甲冑や、顕微鏡でしか見られない世界最小の折
り鶴など、見どころも盛りだくさんです。 
 TEL  0761-77-2500  　 加賀市加茂町ハ90-１ 
 【開館時間】 8:15～17:00 　  【休館日】 12/30・31 　  【入館料】 大人
500円、中高生400円、小人300円  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館のために制作いただいた「世界最小の折り鶴」は一
見の価値あり！その大きさは髪の毛の先より小さく、肉
眼では見ることができないため顕微鏡を通してご覧い
ただきます。人間業とは思えない驚異の技術をぜひご鑑
賞ください。  

 硲
はざま

伊之助美術館 

 雑木や竹、松などに囲まれた九谷吸坂窯地内に、
木造の伝統工法によって作られた美術館。その中
に色絵磁器を中心に、油絵、版画などの硲伊之助
作品を展示しています。 
 TEL  0761-72-0872  　 加賀市吸坂町4-3 
 【開館時間】 10:00～17:00 　  【休館日】 火～木曜日（予約があれば
開館可能） 　  【入館料】 大人500円  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 1921年26歳のとき、渡欧。マティスに師事し、西欧絵画
（油絵）を学びました。戦後、古九谷と出会い、東京から
加賀市吸坂町に移住、「九谷吸坂窯」を作り、古九谷に繋
がる九谷焼を制作しました。  

施
設
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 九谷焼窯跡展示館 

 再興九谷・吉田屋窯の窯跡をそのまま公開。明治
中期の様式で修復された九谷壽楽窯（じゅらくが
ま）の旧母屋兼工房を展示棟として企画展も開
催。蹴りロクロや絵付けの体験もできます（有料）。 
 TEL  0761-77-0020  　 加賀市山代温泉19-101-9 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 火曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般310円（260円）、75歳以上
150円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 窯跡は、それを保護する内藤廣氏設計のシェルターもあ
わせて迫力満点です。展示棟は市指定文化財の建物。蹴
りロクロや絵付け体験はプロ仕様の道具や材料を使い、
初めての方でも陶芸家になった気分で楽しめます。  

 深田久弥山の文化館 
 『日本百名山』の
著者として知ら
れる加賀市大聖
寺出身の山の文
学者、深田久弥
の業績や山の魅
力を紹介してい
ます。建物は明
治43年（1910）
に建てられた絹
織物工場を活用
しています。 

 TEL  0761-72-3313  　 加賀市大聖寺番場町18-2 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 火曜日
（祝日の場合は開館）、年末年始は要問合せ 　  【入館料】 大人300
円（250円）、75歳以上150円、高校生以下無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 館は樹齢650～750年を超えるイチョウやスダジイなど
の巨木に囲まれ、四季折々の美しさも見どころのひとつ
です。  

   加賀市    

 加賀市鴨池観察館 

 片野鴨池はガン類、カモ類、コハクチョウが訪れ
る日本有数の水鳥渡来地。10haの小さな池です
が、江戸時代からの水田耕作と鴨猟の一種である
坂網猟という伝統猟法が残っています。 
 TEL  0761-72-2200  　 加賀市片野町子2-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 無休、
ただし秋に臨時休館する場合あり 　  【入館料】 一般310円（割引
あり、要連絡）、75歳以上150円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内には望遠鏡が設置されており、バードウオッチング
を楽しめます。観察は午前中がオススメです。  

 山中温泉 芭蕉の館 

 当時の旅館としては珍しい広い庭園や庭園を望
む雁行型の濡れ縁など、和風情緒豊かな憩いの
場。芭蕉ゆかりの品や400余年の歴史ある伝統工
芸「山中漆器」の秀品の数々を展示します。 
 TEL  0761-78-1720  　 加賀市山中温泉本町二-ニ86-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般200円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館駐車場から「鶴仙渓・あやとり橋」まで5分です。ま
た、「山中節」の鑑賞をご希望の方はお申し込みください
（無料）。  
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 ろくろの里 工芸の館 
 木地挽物技術で
は日本一と言わ
れる山中漆器の
木地師の職人技
を間近で見学で
きます。また、地
元木地職人の手
ほどきで木地挽
きろくろ体験が
できます（有料）。
作品は職人が拭
き漆を施し、お
届けします。 

 TEL  0761-78-2278  　 加賀市山中温泉菅谷町ヘ1-1 
 【開館時間】 9:30～17:00 　  【休館日】 水曜日 　  【入館料】 入館無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 周辺には多くの山中漆器の木地挽き職人の工房があり、
お椀や茶托、棗（なつめ）など様々な木地を挽く様子を見
学できます。  

   加賀市     山中座 

 平成14年山中温泉の元湯にオープンした山中座
は、山中漆器の粋を集めた格調高い造りが特徴で
す。芸妓連の「山中節」が毎日観賞でき、伝統芸能
に親しむことができます（有料）。 
 TEL  0761-78-5523  　 加賀市山中温泉薬師町ム1 
 【開館時間】 8:30～22:00 　  【休館日】 無休 　  【入館料】 入館無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内の売店では、菊の湯の源泉にじっくり5時間浸けて
でき上がる「菊の湯たまご（温泉たまご）」を販売してい
ます。温泉成分がしみて観光客からも美味しいの声をい
ただいています。  

 日本折紙博物館 

 5000種10万点もの折紙作品を展示する世界最大
級の折紙ミュージアム。折紙で再現した前田利家
の甲冑や、顕微鏡でしか見られない世界最小の折
り鶴など、見どころも盛りだくさんです。 
 TEL  0761-77-2500  　 加賀市加茂町ハ90-１ 
 【開館時間】 8:15～17:00 　  【休館日】 12/30・31 　  【入館料】 大人
500円、中高生400円、小人300円  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館のために制作いただいた「世界最小の折り鶴」は一
見の価値あり！その大きさは髪の毛の先より小さく、肉
眼では見ることができないため顕微鏡を通してご覧い
ただきます。人間業とは思えない驚異の技術をぜひご鑑
賞ください。  

 硲
はざま

伊之助美術館 

 雑木や竹、松などに囲まれた九谷吸坂窯地内に、
木造の伝統工法によって作られた美術館。その中
に色絵磁器を中心に、油絵、版画などの硲伊之助
作品を展示しています。 
 TEL  0761-72-0872  　 加賀市吸坂町4-3 
 【開館時間】 10:00～17:00 　  【休館日】 火～木曜日（予約があれば
開館可能） 　  【入館料】 大人500円  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 1921年26歳のとき、渡欧。マティスに師事し、西欧絵画
（油絵）を学びました。戦後、古九谷と出会い、東京から
加賀市吸坂町に移住、「九谷吸坂窯」を作り、古九谷に繋
がる九谷焼を制作しました。  

施
設
ガ
イ
ド

加賀金沢 能登加賀

 九谷焼窯跡展示館 

 再興九谷・吉田屋窯の窯跡をそのまま公開。明治
中期の様式で修復された九谷壽楽窯（じゅらくが
ま）の旧母屋兼工房を展示棟として企画展も開
催。蹴りロクロや絵付けの体験もできます（有料）。 
 TEL  0761-77-0020  　 加賀市山代温泉19-101-9 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 火曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般310円（260円）、75歳以上
150円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 窯跡は、それを保護する内藤廣氏設計のシェルターもあ
わせて迫力満点です。展示棟は市指定文化財の建物。蹴
りロクロや絵付け体験はプロ仕様の道具や材料を使い、
初めての方でも陶芸家になった気分で楽しめます。  

 深田久弥山の文化館 
 『日本百名山』の
著者として知ら
れる加賀市大聖
寺出身の山の文
学者、深田久弥
の業績や山の魅
力を紹介してい
ます。建物は明
治43年（1910）
に建てられた絹
織物工場を活用
しています。 

 TEL  0761-72-3313  　 加賀市大聖寺番場町18-2 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 火曜日
（祝日の場合は開館）、年末年始は要問合せ 　  【入館料】 大人300
円（250円）、75歳以上150円、高校生以下無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 館は樹齢650～750年を超えるイチョウやスダジイなど
の巨木に囲まれ、四季折々の美しさも見どころのひとつ
です。  

   加賀市    

 加賀市鴨池観察館 

 片野鴨池はガン類、カモ類、コハクチョウが訪れ
る日本有数の水鳥渡来地。10haの小さな池です
が、江戸時代からの水田耕作と鴨猟の一種である
坂網猟という伝統猟法が残っています。 
 TEL  0761-72-2200  　 加賀市片野町子2-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 無休、
ただし秋に臨時休館する場合あり 　  【入館料】 一般310円（割引
あり、要連絡）、75歳以上150円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内には望遠鏡が設置されており、バードウオッチング
を楽しめます。観察は午前中がオススメです。  

 山中温泉 芭蕉の館 

 当時の旅館としては珍しい広い庭園や庭園を望
む雁行型の濡れ縁など、和風情緒豊かな憩いの
場。芭蕉ゆかりの品や400余年の歴史ある伝統工
芸「山中漆器」の秀品の数々を展示します。 
 TEL  0761-78-1720  　 加賀市山中温泉本町二-ニ86-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般200円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館駐車場から「鶴仙渓・あやとり橋」まで5分です。ま
た、「山中節」の鑑賞をご希望の方はお申し込みください
（無料）。  
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 北前船の里資料館 

 明治9年（1876）建築の北前船主邸。往時の繁栄
を物語る豪壮な建物に、船絵馬や航海用具など北
前船に関する様々な資料を展示しています。 

 TEL  0761-75-1250  　 加賀市橋立町イ乙1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 無休 　
  【入館料】 大人310円（260円）、75歳以上150円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 資料館のある橋立地区は国の重要伝統的建造物群保存
地区に選定されており、あわせて周辺の散策もおすす
め。赤瓦や笏谷石（しゃくだにいし）が独特の雰囲気を醸
し出しています。  

 加賀市美術館 

 加賀市の玄関口であるJR加賀温泉駅前に位置し、
絵画や工芸、写真など様々な分野の展覧会のほ
か、加賀市ゆかりの作家や作品を紹介する館蔵品
展や企画展も開催しています。 
 TEL  0761-72-8787  　 加賀市作見町リ1-4 
 【開館時間】 10:00～18:00（入館は17:30まで） 　  【休館日】 火曜
日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/30～1/1）、展示替え期間 　
  【入館料】 展覧会により異なる  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 西出大三（だいぞう）（戴金工芸）、山田宗美（鉄打出工
芸）、佐々木泉景（絵師）、森本仁平（洋画）など、加賀市ゆ
かりの作家の作品を随時公開。また、毎月「水彩画教室」
「筆ペン教室」を開催しています。  

 中谷宇吉郎 雪の科学館 

 世界で初めて人工的に雪の結晶を作った科学者・
中谷宇吉郎の業績のほか、雪や氷の科学について
実験・観察装置を使った体験を交えて紹介。大人
から子どもまで楽しめます。 
 TEL  0761-75-3323  　 加賀市潮津町イ106 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般500円（420円）、75歳以上
250円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 毎日新しい雪の結晶を見ることができる「ムライ式人工
雪装置」があります。  

 魯山人寓居跡 いろは草庵 

 北大路魯山人が大正4年（1915）10月から約半年
間滞在した、旧旅館の別荘。魯山人が看板を彫っ
た仕事部屋や山代温泉の旦那衆と語り合った囲
炉裏の間などが、当時そのままに残されています。 
 TEL  0761-77-7111  　 加賀市山代温泉18-5 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般500円（420円）、75歳以上
250円、高校生以下・障がい者無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 蔵を改装した展示室では企画展を開催しています。ま
た、寓居と展示室をつないだロビーでは、お茶を飲みな
がらお庭をご覧いただくことができます。  
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 小松市埋蔵文化財センター 

 展示観覧や古代体験など、埋蔵文化財を身近に感
じられる施設となっており、国の重要文化財に指
定された八日市地方遺跡の出土品や矢田野エジ
リ古墳の埴輪を所蔵しています。 
 TEL  0761-47-5713  　 小松市原町ト77-8 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3） 　  【入
館料】 入館無料。展示観覧料一般100円、高校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 小学生以上を対象に、通年で古代体験（申込不要・無料）
ができます。10～12月の古代体験メニューは「組み紐づ
くり」「勾玉づくり」「プチはたおり」です。  

 勧進帳ものがたり館 

 12代目市川団十郎丈主演の「勧進帳」のダイジェス
ト映像を見ることができます。隣接の「安宅ビュー
テラス」は、雄大な日本海を眺めながらコーヒーや
軽食が楽しめる休憩スポットとなっています。 
 TEL  0761-21-6734（安宅ビューテラス）  　 小松市安宅町タ140-4 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 水曜日、年末年始（12/29
～1/3） 　  【入館料】 大人300円（250円）、高校生以下150円（100
円）、小松市在住の65歳以上無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 日本海を望む「安宅公園」には、安宅の関址や、難関突破
の守護神として知られる安宅住吉神社があり、「勧進帳」
の世界に思いを馳せながら、ゆったりと散策するのがオ
ススメです。  

 八十山雅子・和代美術館 

 国内外で活躍している郷土作家・洋画家の八十山雅子と和
代の作品を展示しています。雅子の色彩豊かな大自然の楽
園の作品と、和代の竹絵の作品の数々が5ｍの大作から小品
まで展示しており、和代の制作風景も見ることができます。 
 TEL  0761-43-3458  　 小松市村松町153 
 【開館時間】 10:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜
日（祝日の場合はその翌日） 　  【入館料】 一般200円（180円）、高
校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 ご来館のお客様にブラジルコーヒーをサービスしてい
ます。  

 石川県九谷焼美術館 

 石川県の代表的な美術工芸品である九谷焼作品を
専門に展示・紹介しています。「古九谷の杜公園」内
にあり、四季折々の美しい姿を楽しめる庭園ミュージ
アムとして、来館の方の憩いの場にもなっています。 
 TEL  0761-72-7466  　 加賀市大聖寺地方町1-10-13 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般500円（420円）、75歳以上
250円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館所蔵の「百合図平鉢」は、器の全面を色絵の具で塗り
埋めた、色鮮やかな九谷焼の大皿です。野に咲く百合を
写し取ったかのような、見事な絵付けは見ごたえ十分で
す。  
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 北前船の里資料館 

 明治9年（1876）建築の北前船主邸。往時の繁栄
を物語る豪壮な建物に、船絵馬や航海用具など北
前船に関する様々な資料を展示しています。 

 TEL  0761-75-1250  　 加賀市橋立町イ乙1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 無休 　
  【入館料】 大人310円（260円）、75歳以上150円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 資料館のある橋立地区は国の重要伝統的建造物群保存
地区に選定されており、あわせて周辺の散策もおすす
め。赤瓦や笏谷石（しゃくだにいし）が独特の雰囲気を醸
し出しています。  

 加賀市美術館 

 加賀市の玄関口であるJR加賀温泉駅前に位置し、
絵画や工芸、写真など様々な分野の展覧会のほ
か、加賀市ゆかりの作家や作品を紹介する館蔵品
展や企画展も開催しています。 
 TEL  0761-72-8787  　 加賀市作見町リ1-4 
 【開館時間】 10:00～18:00（入館は17:30まで） 　  【休館日】 火曜
日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/30～1/1）、展示替え期間 　
  【入館料】 展覧会により異なる  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 西出大三（だいぞう）（戴金工芸）、山田宗美（鉄打出工
芸）、佐々木泉景（絵師）、森本仁平（洋画）など、加賀市ゆ
かりの作家の作品を随時公開。また、毎月「水彩画教室」
「筆ペン教室」を開催しています。  

 中谷宇吉郎 雪の科学館 

 世界で初めて人工的に雪の結晶を作った科学者・
中谷宇吉郎の業績のほか、雪や氷の科学について
実験・観察装置を使った体験を交えて紹介。大人
から子どもまで楽しめます。 
 TEL  0761-75-3323  　 加賀市潮津町イ106 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般500円（420円）、75歳以上
250円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 毎日新しい雪の結晶を見ることができる「ムライ式人工
雪装置」があります。  

 魯山人寓居跡 いろは草庵 

 北大路魯山人が大正4年（1915）10月から約半年
間滞在した、旧旅館の別荘。魯山人が看板を彫っ
た仕事部屋や山代温泉の旦那衆と語り合った囲
炉裏の間などが、当時そのままに残されています。 
 TEL  0761-77-7111  　 加賀市山代温泉18-5 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般500円（420円）、75歳以上
250円、高校生以下・障がい者無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 蔵を改装した展示室では企画展を開催しています。ま
た、寓居と展示室をつないだロビーでは、お茶を飲みな
がらお庭をご覧いただくことができます。  

施
設
ガ
イ
ド

加賀金沢 能登加賀

 小松市埋蔵文化財センター 

 展示観覧や古代体験など、埋蔵文化財を身近に感
じられる施設となっており、国の重要文化財に指
定された八日市地方遺跡の出土品や矢田野エジ
リ古墳の埴輪を所蔵しています。 
 TEL  0761-47-5713  　 小松市原町ト77-8 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3） 　  【入
館料】 入館無料。展示観覧料一般100円、高校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 小学生以上を対象に、通年で古代体験（申込不要・無料）
ができます。10～12月の古代体験メニューは「組み紐づ
くり」「勾玉づくり」「プチはたおり」です。  

 勧進帳ものがたり館 

 12代目市川団十郎丈主演の「勧進帳」のダイジェス
ト映像を見ることができます。隣接の「安宅ビュー
テラス」は、雄大な日本海を眺めながらコーヒーや
軽食が楽しめる休憩スポットとなっています。 
 TEL  0761-21-6734（安宅ビューテラス）  　 小松市安宅町タ140-4 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 水曜日、年末年始（12/29
～1/3） 　  【入館料】 大人300円（250円）、高校生以下150円（100
円）、小松市在住の65歳以上無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 日本海を望む「安宅公園」には、安宅の関址や、難関突破
の守護神として知られる安宅住吉神社があり、「勧進帳」
の世界に思いを馳せながら、ゆったりと散策するのがオ
ススメです。  

 八十山雅子・和代美術館 

 国内外で活躍している郷土作家・洋画家の八十山雅子と和
代の作品を展示しています。雅子の色彩豊かな大自然の楽
園の作品と、和代の竹絵の作品の数々が5ｍの大作から小品
まで展示しており、和代の制作風景も見ることができます。 
 TEL  0761-43-3458  　 小松市村松町153 
 【開館時間】 10:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜
日（祝日の場合はその翌日） 　  【入館料】 一般200円（180円）、高
校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 ご来館のお客様にブラジルコーヒーをサービスしてい
ます。  

 石川県九谷焼美術館 

 石川県の代表的な美術工芸品である九谷焼作品を
専門に展示・紹介しています。「古九谷の杜公園」内
にあり、四季折々の美しい姿を楽しめる庭園ミュージ
アムとして、来館の方の憩いの場にもなっています。 
 TEL  0761-72-7466  　 加賀市大聖寺地方町1-10-13 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は開館） 　  【入館料】 一般500円（420円）、75歳以上
250円、高校生以下無料  

   加賀市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館所蔵の「百合図平鉢」は、器の全面を色絵の具で塗り
埋めた、色鮮やかな九谷焼の大皿です。野に咲く百合を
写し取ったかのような、見事な絵付けは見ごたえ十分で
す。  
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 本陣記念美術館 

 本陣甚一氏の美術コレクション約1000点を所蔵。東
山魁夷（ひがしやまかいい）、前田青邨（せいそん）、小
倉遊亀（ゆき）などの日本画を中心に油彩画、九谷焼
などの東洋陶磁器などを順次展示・公開しています。 
 TEL  0761-22-3384  　 小松市丸の内公園町19 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場
合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一
般300円（250円）、高校生以下無料、障がい者手帳持参者および介護人1名無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 本陣甚一氏と懇意であった東山魁夷の作品を6点所蔵
しており、多くの来館者が本作を目当てに来館します。
9/16～12/10まで開催の、特別企画展「絵画と詩文－東
山魁夷を中心に－」で全6点を同時公開します。  

 錦窯展示館 

 初代～3代までの九谷焼の名工・德田八十吉（や
そきち）の旧宅を改装した展示館。九谷焼の上絵
付窯である「錦窯」も保存・展示しています。小松
町家の雰囲気も楽しめます。 
 TEL  0761-23-2668  　 小松市丸の内公園町19 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3）、展
示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、高校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 9/23～12/3まで九谷焼の伝統継承と革新を模索した2
代德田八十吉の生誕110年記念展を開催しています。  

 登窯展示館 

 八幡は江戸時代から続く九谷焼素地の生産地で
あり、その生産を支えた「連房式登窯」を展示し
ています。陶造置物の製造工程や地元作家の作品
を展示しているほか、型おこし体験もできます。 
 TEL  0761-47-2898  　 小松市八幡己20-2 
 【開館時間】 11:00～15:00 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌
日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 入館無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 実際に使用されていた「連房式登窯」を間近で見ること
ができるほか、解説も無料で行っています。学習棟の展
示では八幡ならではの多彩な陶彫を見ることができま
す。  

 河田山古墳群史跡資料館 

 河田山古墳群の出土品を中心に展示。館内には切
石積みの横穴式石室復元があります。古墳公園に
は、朝鮮半島の王墓の影響を受けたと考えられる
アーチ形石室の古墳が復元・保存されています。 
 TEL  0761-47-4533  　 小松市国府台3-64 
 【開館時間】 3～11月10:00～16:30、12～2月要問合せ（0761-
47-5713） 　  【休館日】 水曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日 　
  【入館料】 入館無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 古墳群誕生以前の通史展示も公開中！公園からは小松
平野を一望できます。  
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 こまつ曳山交流館みよっさ 

 毎年5月の「お旅まつり」では「曳山」を舞台に子
供歌舞伎が上演されます。現存する曳山8基のう
ち2基を常設展示しており、併設の十八番舞台は
各種イベントやお稽古にも利用されています。 
 TEL  0761-23-3413  　 小松市八日市町72-3 
 【開館時間】 10:00～17:00 　  【休館日】 4～11月無休。12～3月水
曜（祝日の場合その翌日）、年末年始（12/30～1/1） 　  【入館料】
 入館無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 これまでの「歌舞伎風メイク」に加え、「口上体験」がで
きるほか、みよっさ二階に写真スポット「カブッキーと
一緒に記念写真をとってみよっさ」が新設されました。  

 小松市立博物館 

 人文・自然分野の資料約5万点を収蔵する県内唯
一の総合博物館。年間を通じて講座やイベントも
多数開催しており、小松の歴史や美術、自然を学
ぶことができます。 
 TEL  0761-22-0714  　 小松市丸の内公園町19 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3）、展
示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、高校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 白山開山1300年を記念した特別展「那谷寺と白山信仰」
を9/30～11/26まで開催しています。また、2016年度、
日本遺産に認定された「小松の石文化」についての展示
もお楽しみください。  

 宮本三郎美術館 

 小松市出身の洋画家・宮本三郎の作品を収蔵し、
展示しています。周辺に小松市立博物館や本陣記
念美術館がある小松の文化ゾーンに位置してお
り、テーマを設け企画展・特別展を開催しています。 
 TEL  0761-20-3600  　 小松市小馬出町5 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年始
（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般400円（300円）、大学
生200円（150円）、高校生以下無料　※宮本三郎ふるさと館と共通  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 昭和16年（1941）の石貼り倉庫を利用した味わい深い
建物も一見の価値があります。また、美術館カフェ「キャ
トル・セゾン」も併設しています。  

 宮本三郎ふるさと館 

 宮本三郎の生誕地、小松市松崎町にある分館。年
に3～4回開催される企画展では、テーマをもって
宮本作品を紹介しており、愛用の品なども展示し
ています。 
 TEL  0761-43-3032  　 小松市松崎町16-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合
は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般
400円（300円）、大学生200円（150円）、高校生以下無料　※宮本三郎美術館と共通  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 宮本三郎をより一層感じられる温もりある小さな美術
館で、生前使用していた画材や家具類を使って再現され
たアトリエを見ることもできます。また、50円でのコー
ヒーサービスもあります。  
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 本陣記念美術館 

 本陣甚一氏の美術コレクション約1000点を所蔵。東
山魁夷（ひがしやまかいい）、前田青邨（せいそん）、小
倉遊亀（ゆき）などの日本画を中心に油彩画、九谷焼
などの東洋陶磁器などを順次展示・公開しています。 
 TEL  0761-22-3384  　 小松市丸の内公園町19 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場
合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一
般300円（250円）、高校生以下無料、障がい者手帳持参者および介護人1名無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 本陣甚一氏と懇意であった東山魁夷の作品を6点所蔵
しており、多くの来館者が本作を目当てに来館します。
9/16～12/10まで開催の、特別企画展「絵画と詩文－東
山魁夷を中心に－」で全6点を同時公開します。  

 錦窯展示館 

 初代～3代までの九谷焼の名工・德田八十吉（や
そきち）の旧宅を改装した展示館。九谷焼の上絵
付窯である「錦窯」も保存・展示しています。小松
町家の雰囲気も楽しめます。 
 TEL  0761-23-2668  　 小松市丸の内公園町19 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3）、展
示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、高校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 9/23～12/3まで九谷焼の伝統継承と革新を模索した2
代德田八十吉の生誕110年記念展を開催しています。  

 登窯展示館 

 八幡は江戸時代から続く九谷焼素地の生産地で
あり、その生産を支えた「連房式登窯」を展示し
ています。陶造置物の製造工程や地元作家の作品
を展示しているほか、型おこし体験もできます。 
 TEL  0761-47-2898  　 小松市八幡己20-2 
 【開館時間】 11:00～15:00 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌
日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 入館無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 実際に使用されていた「連房式登窯」を間近で見ること
ができるほか、解説も無料で行っています。学習棟の展
示では八幡ならではの多彩な陶彫を見ることができま
す。  

 河田山古墳群史跡資料館 

 河田山古墳群の出土品を中心に展示。館内には切
石積みの横穴式石室復元があります。古墳公園に
は、朝鮮半島の王墓の影響を受けたと考えられる
アーチ形石室の古墳が復元・保存されています。 
 TEL  0761-47-4533  　 小松市国府台3-64 
 【開館時間】 3～11月10:00～16:30、12～2月要問合せ（0761-
47-5713） 　  【休館日】 水曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日 　
  【入館料】 入館無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 古墳群誕生以前の通史展示も公開中！公園からは小松
平野を一望できます。  
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加賀金沢 能登加賀

 こまつ曳山交流館みよっさ 

 毎年5月の「お旅まつり」では「曳山」を舞台に子
供歌舞伎が上演されます。現存する曳山8基のう
ち2基を常設展示しており、併設の十八番舞台は
各種イベントやお稽古にも利用されています。 
 TEL  0761-23-3413  　 小松市八日市町72-3 
 【開館時間】 10:00～17:00 　  【休館日】 4～11月無休。12～3月水
曜（祝日の場合その翌日）、年末年始（12/30～1/1） 　  【入館料】
 入館無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 これまでの「歌舞伎風メイク」に加え、「口上体験」がで
きるほか、みよっさ二階に写真スポット「カブッキーと
一緒に記念写真をとってみよっさ」が新設されました。  

 小松市立博物館 

 人文・自然分野の資料約5万点を収蔵する県内唯
一の総合博物館。年間を通じて講座やイベントも
多数開催しており、小松の歴史や美術、自然を学
ぶことができます。 
 TEL  0761-22-0714  　 小松市丸の内公園町19 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3）、展
示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、高校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 白山開山1300年を記念した特別展「那谷寺と白山信仰」
を9/30～11/26まで開催しています。また、2016年度、
日本遺産に認定された「小松の石文化」についての展示
もお楽しみください。  

 宮本三郎美術館 

 小松市出身の洋画家・宮本三郎の作品を収蔵し、
展示しています。周辺に小松市立博物館や本陣記
念美術館がある小松の文化ゾーンに位置してお
り、テーマを設け企画展・特別展を開催しています。 
 TEL  0761-20-3600  　 小松市小馬出町5 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年始
（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般400円（300円）、大学
生200円（150円）、高校生以下無料　※宮本三郎ふるさと館と共通  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 昭和16年（1941）の石貼り倉庫を利用した味わい深い
建物も一見の価値があります。また、美術館カフェ「キャ
トル・セゾン」も併設しています。  

 宮本三郎ふるさと館 

 宮本三郎の生誕地、小松市松崎町にある分館。年
に3～4回開催される企画展では、テーマをもって
宮本作品を紹介しており、愛用の品なども展示し
ています。 
 TEL  0761-43-3032  　 小松市松崎町16-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合
は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般
400円（300円）、大学生200円（150円）、高校生以下無料　※宮本三郎美術館と共通  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 宮本三郎をより一層感じられる温もりある小さな美術
館で、生前使用していた画材や家具類を使って再現され
たアトリエを見ることもできます。また、50円でのコー
ヒーサービスもあります。  
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 津幡ふるさと歴史館「れきしる」 

 加賀・能登・越中の三叉路を望む高台の津幡城跡
に位置しており、今後も交通の要として発展して
いく津幡町の文化財と記録を紹介しながら、その
歴史を案内しています。 
 TEL  076-288-2101  　 津幡町字清水リ1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～1/4）、展示替え期間 　
  【入館料】 100円  

   津幡町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 津幡町加茂遺跡「加賀郡榜示札（かがぐんぼうじふだ）」
や倶利伽羅合戦、昭和の風景写真など様々な展示をし
ています。説明用のタブレットを完備しており、ボラン
ティアによる案内も行なっています。  

 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 

 戦前に北陸の宝塚とうたわれ少女歌劇団が人気を
博した「粟ヶ崎遊園」の資料や戦後基地反対運動
の先駆けとされる「内灘闘争」の資料、古い民具や
漁具、出土物、国内外の凧などを展示しています。 
 TEL  076-286-1189  　 内灘町字宮坂に455 
 【開館時間】 10:00～17:00 　  【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般200円（150円）、高
校生以下・障害者手帳をお持ちの方およびその付添人（1人）無料  

   内灘町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 粟ヶ崎遊園、内灘闘争、河北潟干拓事業の映像を視聴で
きます。砂丘地で漁村だった内灘の変遷や歴史が分かり
やすくまとまっており好評です。ぜひご視聴ください。  

加賀エリア
小松市、加賀市、白山市、
能美市、野々市市

 石川県立尾小屋鉱山資料館 

 かつて日本有数の鉱山だった尾小屋鉱山に関す
る資料や各地の岩石・鉱物などの資料を展示して
います。 

 TEL  0761-67-1122  　 小松市尾小屋町カ1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合はその翌日）、冬季休館（12/1～3/24） 　  【入館料】
 大人500円（400円）、高校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内にある全長160kmの坑道模型は圧巻。資料館後方
にあるマインロード（坑道跡）には、尾小屋鉱山の歴史を
めぐる展開になっています。11/7まで「鉱物と化石」の
企画展を開催。  
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加賀金沢 能登加賀金沢

 湯涌温泉いろは館 

 人気アニメ「花咲くいろは」の舞台モデルになった湯涌
温泉街。登場人物や風景のパネル、ポスターが展示され
ており、アニメファンの交流ノートも閲覧できます。また、
周辺施設や地元特産品を紹介するコーナーもあります。 
 TEL  076-235-1040  　 金沢市湯涌町イ1 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 火曜日 　  【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 全国津々浦々から来たアニメファンの交流ノートがと
ても楽しいです。  

 石川県西田幾多郎記念哲学館 

 西田幾多郎博士に関する展示を行っています。世界的
な建築家・安藤忠雄氏の設計の全国的にも数少ない哲
学の博物館です。空の庭、ホワイエなどの思索の空間や
哲学ホール、図書館などの研修施設も併設しています。 
 TEL  076-283-6600  　 かほく市内日角井1 
 【開館時間】 9:00～21:00（入館は20:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合
は翌日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下・障害者手帳をお持ちの方およびその介護人（1人）無料  

   かほく市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 哲学館の敷地に広がる「哲学の杜」を、東京スカイツリー
のイルミネーションを手がけた日本を代表する照明デ
ザイナー戸垣浩人氏の設計・監修により、美しくライト
アップしました。  

 うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」 

 人と海との関わりと暮らしをテーマに、能登半島
の海の民俗資料を今に伝えます。能登地方の漁具
を中心とした資料を3000点所蔵しており、伝統
的な海人の暮らしぶりを体験できます。 
 TEL  076-283-8880  　 かほく市白尾ム1-3 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般
200円（150円）、小中高生100円（50円）※障害者減免あり  

   かほく市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「櫓こぎ」や「たらい漁」などの疑似体験コーナーやスタ
ンプラリー、クイズコーナーもあり、遊びながら海と人
の暮らしを学べます。貝がらアート（有料）もぜひ体験
を！  

 歴史民俗資料収蔵庫 

 昭和58年（1983）から旧吉倉小学校校舎を利用
し、先人が生活の中から身につけた知識や技術を
後世に残すべく、生活道具などの民俗的な各種資
料を収集・保存しています。 
 TEL  076-288-2101　※なお、問合せ先は津幡ふるさと歴史館「れきし
る」（上記番号）となっています。  　 津幡町字吉倉タ133-1 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 土・日曜日、祝日、年末年始
（12/28～1/4） 　  【入館料】 入館無料  

   津幡町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館には、脱穀調整用具等の農業用器具や、照明用具、什
器類、教育機材関係用具、衣類等の生活道具が収蔵され
ています。観覧ご希望の場合は2週間前までにお問い合
わせください。  
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 津幡ふるさと歴史館「れきしる」 

 加賀・能登・越中の三叉路を望む高台の津幡城跡
に位置しており、今後も交通の要として発展して
いく津幡町の文化財と記録を紹介しながら、その
歴史を案内しています。 
 TEL  076-288-2101  　 津幡町字清水リ1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～1/4）、展示替え期間 　
  【入館料】 100円  

   津幡町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 津幡町加茂遺跡「加賀郡榜示札（かがぐんぼうじふだ）」
や倶利伽羅合戦、昭和の風景写真など様々な展示をし
ています。説明用のタブレットを完備しており、ボラン
ティアによる案内も行なっています。  

 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 

 戦前に北陸の宝塚とうたわれ少女歌劇団が人気を
博した「粟ヶ崎遊園」の資料や戦後基地反対運動
の先駆けとされる「内灘闘争」の資料、古い民具や
漁具、出土物、国内外の凧などを展示しています。 
 TEL  076-286-1189  　 内灘町字宮坂に455 
 【開館時間】 10:00～17:00 　  【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般200円（150円）、高
校生以下・障害者手帳をお持ちの方およびその付添人（1人）無料  

   内灘町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 粟ヶ崎遊園、内灘闘争、河北潟干拓事業の映像を視聴で
きます。砂丘地で漁村だった内灘の変遷や歴史が分かり
やすくまとまっており好評です。ぜひご視聴ください。  

加賀エリア
小松市、加賀市、白山市、
能美市、野々市市

 石川県立尾小屋鉱山資料館 

 かつて日本有数の鉱山だった尾小屋鉱山に関す
る資料や各地の岩石・鉱物などの資料を展示して
います。 

 TEL  0761-67-1122  　 小松市尾小屋町カ1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合はその翌日）、冬季休館（12/1～3/24） 　  【入館料】
 大人500円（400円）、高校生以下無料  

   小松市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内にある全長160kmの坑道模型は圧巻。資料館後方
にあるマインロード（坑道跡）には、尾小屋鉱山の歴史を
めぐる展開になっています。11/7まで「鉱物と化石」の
企画展を開催。  
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加賀金沢 能登加賀金沢

 湯涌温泉いろは館 

 人気アニメ「花咲くいろは」の舞台モデルになった湯涌
温泉街。登場人物や風景のパネル、ポスターが展示され
ており、アニメファンの交流ノートも閲覧できます。また、
周辺施設や地元特産品を紹介するコーナーもあります。 
 TEL  076-235-1040  　 金沢市湯涌町イ1 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 火曜日 　  【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 全国津々浦々から来たアニメファンの交流ノートがと
ても楽しいです。  

 石川県西田幾多郎記念哲学館 

 西田幾多郎博士に関する展示を行っています。世界的
な建築家・安藤忠雄氏の設計の全国的にも数少ない哲
学の博物館です。空の庭、ホワイエなどの思索の空間や
哲学ホール、図書館などの研修施設も併設しています。 
 TEL  076-283-6600  　 かほく市内日角井1 
 【開館時間】 9:00～21:00（入館は20:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日の場合
は翌日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下・障害者手帳をお持ちの方およびその介護人（1人）無料  

   かほく市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 哲学館の敷地に広がる「哲学の杜」を、東京スカイツリー
のイルミネーションを手がけた日本を代表する照明デ
ザイナー戸垣浩人氏の設計・監修により、美しくライト
アップしました。  

 うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」 

 人と海との関わりと暮らしをテーマに、能登半島
の海の民俗資料を今に伝えます。能登地方の漁具
を中心とした資料を3000点所蔵しており、伝統
的な海人の暮らしぶりを体験できます。 
 TEL  076-283-8880  　 かほく市白尾ム1-3 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般
200円（150円）、小中高生100円（50円）※障害者減免あり  

   かほく市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「櫓こぎ」や「たらい漁」などの疑似体験コーナーやスタ
ンプラリー、クイズコーナーもあり、遊びながら海と人
の暮らしを学べます。貝がらアート（有料）もぜひ体験
を！  

 歴史民俗資料収蔵庫 

 昭和58年（1983）から旧吉倉小学校校舎を利用
し、先人が生活の中から身につけた知識や技術を
後世に残すべく、生活道具などの民俗的な各種資
料を収集・保存しています。 
 TEL  076-288-2101　※なお、問合せ先は津幡ふるさと歴史館「れきし
る」（上記番号）となっています。  　 津幡町字吉倉タ133-1 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 土・日曜日、祝日、年末年始
（12/28～1/4） 　  【入館料】 入館無料  

   津幡町    

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館には、脱穀調整用具等の農業用器具や、照明用具、什
器類、教育機材関係用具、衣類等の生活道具が収蔵され
ています。観覧ご希望の場合は2週間前までにお問い合
わせください。  
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 金沢くらしの博物館 

 建物は明治時代の洋風木造校舎「石川県第二中学
校」を利用し、金沢の町家の座敷などを再現した
部屋のほか、金沢ならではの風物詩や建物の学校
時代などを紹介しています。 
 TEL  076-222-5740  　 金沢市飛梅町3-31 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「戦後のくらし」で展示しているレトロな家電・おも
ちゃ・日用品。懐かしい品物に出合えます。  

 尾張町老舗交流館 

 展示品や調度品などから大正～昭和期の金沢商
家の様子、風情を感じ取っていただけます。工芸
品や写真などの展示もしています。 

 TEL  076-234-6666  　 金沢市尾張町1-11-11 
 【開館時間】 9:00～17:00 　 
 【休館日】 火曜日、年末年始（12/29～1/3） 　 
 【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 金沢菓子木型美術館 

 森八本店2階にある当館は、江戸時代より大切に
保存されてきた菓子木型に加え、渋紙や焼印など
も展示しています。 

 TEL  076-262-6251  　 金沢市大手町10-15 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 1/1・2 　  【入館料】 大人200
円、中学生以下100円  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内にて落雁の手作りを体験いただけます。体験の後
は、自作の出来立て落雁でお抹茶を一服どうぞ（1,296
円、要予約）。  

 西田家庭園・玉泉園 

 兼六園より120年古く、加賀藩士脇田家が4代、
100年かけて築いた純日本庭園です。 

 TEL  076-221-0181  　 金沢市小将町8-3 
 【開館時間】 9:00～17:00、12～2月9:00～16:00 　 
 【休館日】 無休 　 
 【入館料】 大人700円（600円）、高校生600円（500円）、小中学生
500円（400円）  

   金沢市    
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 加賀藩中級武士で、画人としても活躍した寺島蔵人
の屋敷。当時の中級武士の住まいを今に伝えていま
す。樹齢300年以上のドウダンツツジをはじめとし
た庭園など、四季折々にその風情を味わえます。 
 TEL  076-224-2789  　 金沢市大手町10-3 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 寺島蔵人は武士でありながら画人でした。邸内では蔵人
の書画をはじめ、寺島家伝来の書画工芸を展示していま
す。茶室「乾泉亭」でのお茶は、心安らぐひとときを楽し
むことができます。  

 金沢21世紀美術館 

撮影：渡邉修
提供：金沢21世紀美術館

 「新しい文化の創造」と「新たなまちの賑わいの
創出」を目的に開設されました。館内は有料の展
覧会ゾーンと無料の交流ゾーンに分かれており、
様々な作品を鑑賞できます。 
 TEL  076-220-2800  　 金沢市広坂1-2-1 
 【開館時間】 10:00～18:00（金・土曜日は20:00まで） 　  【休館日】
 月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始※臨時開館10/30、1/2、
1/3 　  【入館料】 展覧会により異なる  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 レアンドロ・エルリッヒ《スイミング・プール》。開館時
から常に人気の作品。地上と地下で来場者同士の出会い
を創出する不思議なプールです。  

 金沢能楽美術館 

 加賀宝生に伝わる貴重な能面や能装束を展示してい
ます。能楽の世界にふれる導入展示室や、能楽が育
んできた美の世界を紹介する企画展示室の他、ゆっ
くりくつろげる能・狂言の絵本コーナーもあります。 
 TEL  076-220-2790  　 金沢市広坂1-2-25 
 【開館時間】 10:00～18:00（入館は17:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日
の場合はその翌平日）、年末年始※特別開館10/30、1/2、1/3、展示替え
期間　【観覧料】一般300円（250円）、65歳以上200円、高校生以下無料 　   

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 毎日10:00～16:00、本物の能面や能衣装をつけること
ができます。また、火曜日10:00～17:00は、現役能楽師
の館長が能楽器体験の指導を行っています。  

 金沢卯辰山工芸工房 

 加賀藩御細工所の精神を現代に生かし、金沢の優
れた伝統工芸の継承発展、文化振興を図るため設
立された工芸の総合施設です。 

 TEL  076-251-7286  　 金沢市卯辰町ト10 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 火曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　
  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 加賀藩御細工所の資料や金沢にゆかりのある工芸作品
を常時展示しています。あわせて陶芸、漆芸、染、金工、
ガラス各工房の技術研修者の創作活動もガラス越しに
見学していただけます。また、各種工芸体験も実施して
います（要予約）。  
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 金沢くらしの博物館 

 建物は明治時代の洋風木造校舎「石川県第二中学
校」を利用し、金沢の町家の座敷などを再現した
部屋のほか、金沢ならではの風物詩や建物の学校
時代などを紹介しています。 
 TEL  076-222-5740  　 金沢市飛梅町3-31 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「戦後のくらし」で展示しているレトロな家電・おも
ちゃ・日用品。懐かしい品物に出合えます。  

 尾張町老舗交流館 

 展示品や調度品などから大正～昭和期の金沢商
家の様子、風情を感じ取っていただけます。工芸
品や写真などの展示もしています。 

 TEL  076-234-6666  　 金沢市尾張町1-11-11 
 【開館時間】 9:00～17:00 　 
 【休館日】 火曜日、年末年始（12/29～1/3） 　 
 【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 金沢菓子木型美術館 

 森八本店2階にある当館は、江戸時代より大切に
保存されてきた菓子木型に加え、渋紙や焼印など
も展示しています。 

 TEL  076-262-6251  　 金沢市大手町10-15 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 1/1・2 　  【入館料】 大人200
円、中学生以下100円  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 館内にて落雁の手作りを体験いただけます。体験の後
は、自作の出来立て落雁でお抹茶を一服どうぞ（1,296
円、要予約）。  

 西田家庭園・玉泉園 

 兼六園より120年古く、加賀藩士脇田家が4代、
100年かけて築いた純日本庭園です。 

 TEL  076-221-0181  　 金沢市小将町8-3 
 【開館時間】 9:00～17:00、12～2月9:00～16:00 　 
 【休館日】 無休 　 
 【入館料】 大人700円（600円）、高校生600円（500円）、小中学生
500円（400円）  

   金沢市    
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加賀金沢 能登金沢

 武家屋敷 寺島蔵
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 加賀藩中級武士で、画人としても活躍した寺島蔵人
の屋敷。当時の中級武士の住まいを今に伝えていま
す。樹齢300年以上のドウダンツツジをはじめとし
た庭園など、四季折々にその風情を味わえます。 
 TEL  076-224-2789  　 金沢市大手町10-3 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 寺島蔵人は武士でありながら画人でした。邸内では蔵人
の書画をはじめ、寺島家伝来の書画工芸を展示していま
す。茶室「乾泉亭」でのお茶は、心安らぐひとときを楽し
むことができます。  

 金沢21世紀美術館 

撮影：渡邉修
提供：金沢21世紀美術館

 「新しい文化の創造」と「新たなまちの賑わいの
創出」を目的に開設されました。館内は有料の展
覧会ゾーンと無料の交流ゾーンに分かれており、
様々な作品を鑑賞できます。 
 TEL  076-220-2800  　 金沢市広坂1-2-1 
 【開館時間】 10:00～18:00（金・土曜日は20:00まで） 　  【休館日】
 月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始※臨時開館10/30、1/2、
1/3 　  【入館料】 展覧会により異なる  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 レアンドロ・エルリッヒ《スイミング・プール》。開館時
から常に人気の作品。地上と地下で来場者同士の出会い
を創出する不思議なプールです。  

 金沢能楽美術館 

 加賀宝生に伝わる貴重な能面や能装束を展示してい
ます。能楽の世界にふれる導入展示室や、能楽が育
んできた美の世界を紹介する企画展示室の他、ゆっ
くりくつろげる能・狂言の絵本コーナーもあります。 
 TEL  076-220-2790  　 金沢市広坂1-2-25 
 【開館時間】 10:00～18:00（入館は17:30まで） 　  【休館日】 月曜日（祝日
の場合はその翌平日）、年末年始※特別開館10/30、1/2、1/3、展示替え
期間　【観覧料】一般300円（250円）、65歳以上200円、高校生以下無料 　   

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 毎日10:00～16:00、本物の能面や能衣装をつけること
ができます。また、火曜日10:00～17:00は、現役能楽師
の館長が能楽器体験の指導を行っています。  

 金沢卯辰山工芸工房 

 加賀藩御細工所の精神を現代に生かし、金沢の優
れた伝統工芸の継承発展、文化振興を図るため設
立された工芸の総合施設です。 

 TEL  076-251-7286  　 金沢市卯辰町ト10 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 火曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　
  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 加賀藩御細工所の資料や金沢にゆかりのある工芸作品
を常時展示しています。あわせて陶芸、漆芸、染、金工、
ガラス各工房の技術研修者の創作活動もガラス越しに
見学していただけます。また、各種工芸体験も実施して
います（要予約）。  
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 金沢文芸館 
 文学のまち金沢
の文芸活動の拠
点、発信基地と
なるべく平成17
年に開設。創作
への活力と意欲
の沸きたつ空間
を創出し、創作活
動に勤しむ方々
の交流・学びの
場を提供します。 

 TEL  076-263-2444  　 金沢市尾張町1-7-10 
 【開館時間】 10:00～18:00 （入館は17:30まで） 　  【休館日】 火曜
日 （祝日の場合はその翌平日）、年末年始 （12/29～1/3） 　  【入館
料】 一般100円、高校生以下無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館の建物は、橋場交差点に面し、建築された昭和4年以
来、界隈のランドマークとして市民に親しまれてきまし
た。金沢旧市内にほとんどなくなってしまった昭和初期
の様式的デザインとして貴重な建物です。  

   金沢市     金沢市老舗記念館 

 天正7年（1579）創業薬種商「中屋」を移築した、
藩政時代の面影を今に伝える貴重な建物。1階は
当時の店先を再現した「店の間」、2階は金澤老舗
百年会による展示や婚礼模様を展示しています。 
 TEL  076-220-2524  　 金沢市長町2-2-45 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 展示替
え期間（11/30、3/31） 　  【入館料】 一般100円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「中屋薬舗の道具」がおすすめです。国の登録有形民俗文
化財となっている、中屋薬舗で使われていた材料を丸め
薬を作る道具や薬棚、看板など販売道具を展示していま
す。  

 金沢湯涌江戸村 

 江戸時代の金沢城下町や加賀藩などの家を移築
公開しています。国指定重要文化財に指定されて
いる町家や紙漉き農家など、9棟の建造物が集結
しています。 
 TEL  076-235-1267  　 金沢市湯涌荒屋町35-1 
 【開園時間】9:00～17:30（入園は17:00まで）　【休園日】火曜日
（祝日の場合は翌平日）　【入園料】一般300円（250円）、65歳以
上200円、高校生以下無料     

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 江戸時代にタイムスリップ！江戸時代の町家、武家屋
敷、茅葺き農家を、当時の旅人の姿で見学できます。気分
は江戸時代の旅人です。  

 鈴木大拙館 

 金沢が生んだ仏教哲学者・鈴木大拙の考えや足跡
を広く国内外の人々に伝えることにより、大拙に
ついての理解を深めるとともに、来館者自らが思
索する場として利用できます。 
 TEL  076-221-8011  　 金沢市本多町3-4-20 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌平日） 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以
上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 鈴木大拙の著作『浄土系思想論』は、おすすめの一冊。
とっつきにくいな、と思われる方も、当館・木村宣彰館
長の解説によって、自然に大拙の世界へ誘（いざな）われ
ます。  
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 金沢蓄音器館 

 エジソンが発明した蓄音器や、明治から昭和にか
けて活躍した蓄音器約150台を展示しています。
昔懐かしい調べを堪能できます。 

 TEL  076-232-3066  　 金沢市尾張町2-11-21 
 【開館時間】 10:00～17:30（入館は17;00まで） 　  【休館日】 年末
年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250
円）、65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 ご来館の方の多くからご好評いただいている蓄音器の
聴き比べは毎日3回開催！日曜日に3回開催されている
自動再演ピアノの実演もおすすめです。  

 前田土佐守家資料館 

 前田利家とまつの次男利政を家祖とする加賀藩の
名家「前田土佐守家」に伝来する歴史資料約9000
点を保存・公開する博物館です。上級武家に伝来
する資料から金沢の歴史や文化を紐解きます。 
 TEL  076-233-1561  　 金沢市片町2-10-17 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 展示替
え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200円、高校生
以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 オリジナルグッズ加賀藩職制双六（510円）はとても盛
り上がると好評です！館内にも双六体験コーナーがあ
ります。  

 室生犀星記念館 
 金沢三文豪のひ
とり、室生犀星
の生家跡に建て
られており、犀
星の作品や直筆
の原稿、実際に
使っていた遺品
などを多数展示
しています。 

 TEL  076-245-1108  　 金沢市千日町3-22 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 タッチパネルで「声をきく」「朗読をきく」「校歌をきく」

「歌をきく」から好きな音声を選んで聴くことができる
「リスニングコーナー」があります。犀星自身による朗読
や犀星作詞の校歌全27曲を収録しています。  

   金沢市     徳田秋聲記念館 

 金沢の三文豪の一人で「女性を描かせたら神様」
と評された自然主義作家・徳田秋聲を紹介してい
ます。直筆原稿、初版本を展示する他、代表作を
和紙人形で紹介するシアターがあります。 
 TEL  076-251-4300  　 金沢市東山1-19-1 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 東京に現存する旧宅書斎を再現したコーナーでは、秋聲
が実際に使用していた調度品や文具などを特別展示。生
きた作家の暮らしを体感できます。  
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 金沢文芸館 
 文学のまち金沢
の文芸活動の拠
点、発信基地と
なるべく平成17
年に開設。創作
への活力と意欲
の沸きたつ空間
を創出し、創作活
動に勤しむ方々
の交流・学びの
場を提供します。 

 TEL  076-263-2444  　 金沢市尾張町1-7-10 
 【開館時間】 10:00～18:00 （入館は17:30まで） 　  【休館日】 火曜
日 （祝日の場合はその翌平日）、年末年始 （12/29～1/3） 　  【入館
料】 一般100円、高校生以下無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 当館の建物は、橋場交差点に面し、建築された昭和4年以
来、界隈のランドマークとして市民に親しまれてきまし
た。金沢旧市内にほとんどなくなってしまった昭和初期
の様式的デザインとして貴重な建物です。  

   金沢市     金沢市老舗記念館 

 天正7年（1579）創業薬種商「中屋」を移築した、
藩政時代の面影を今に伝える貴重な建物。1階は
当時の店先を再現した「店の間」、2階は金澤老舗
百年会による展示や婚礼模様を展示しています。 
 TEL  076-220-2524  　 金沢市長町2-2-45 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 展示替
え期間（11/30、3/31） 　  【入館料】 一般100円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 「中屋薬舗の道具」がおすすめです。国の登録有形民俗文
化財となっている、中屋薬舗で使われていた材料を丸め
薬を作る道具や薬棚、看板など販売道具を展示していま
す。  

 金沢湯涌江戸村 

 江戸時代の金沢城下町や加賀藩などの家を移築
公開しています。国指定重要文化財に指定されて
いる町家や紙漉き農家など、9棟の建造物が集結
しています。 
 TEL  076-235-1267  　 金沢市湯涌荒屋町35-1 
 【開園時間】9:00～17:30（入園は17:00まで）　【休園日】火曜日
（祝日の場合は翌平日）　【入園料】一般300円（250円）、65歳以
上200円、高校生以下無料     

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 江戸時代にタイムスリップ！江戸時代の町家、武家屋
敷、茅葺き農家を、当時の旅人の姿で見学できます。気分
は江戸時代の旅人です。  

 鈴木大拙館 

 金沢が生んだ仏教哲学者・鈴木大拙の考えや足跡
を広く国内外の人々に伝えることにより、大拙に
ついての理解を深めるとともに、来館者自らが思
索する場として利用できます。 
 TEL  076-221-8011  　 金沢市本多町3-4-20 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 月曜日
（祝日の場合は翌平日） 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以
上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 鈴木大拙の著作『浄土系思想論』は、おすすめの一冊。
とっつきにくいな、と思われる方も、当館・木村宣彰館
長の解説によって、自然に大拙の世界へ誘（いざな）われ
ます。  
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 金沢蓄音器館 

 エジソンが発明した蓄音器や、明治から昭和にか
けて活躍した蓄音器約150台を展示しています。
昔懐かしい調べを堪能できます。 

 TEL  076-232-3066  　 金沢市尾張町2-11-21 
 【開館時間】 10:00～17:30（入館は17;00まで） 　  【休館日】 年末
年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250
円）、65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 ご来館の方の多くからご好評いただいている蓄音器の
聴き比べは毎日3回開催！日曜日に3回開催されている
自動再演ピアノの実演もおすすめです。  

 前田土佐守家資料館 

 前田利家とまつの次男利政を家祖とする加賀藩の
名家「前田土佐守家」に伝来する歴史資料約9000
点を保存・公開する博物館です。上級武家に伝来
する資料から金沢の歴史や文化を紐解きます。 
 TEL  076-233-1561  　 金沢市片町2-10-17 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 展示替
え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200円、高校生
以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 オリジナルグッズ加賀藩職制双六（510円）はとても盛
り上がると好評です！館内にも双六体験コーナーがあ
ります。  

 室生犀星記念館 
 金沢三文豪のひ
とり、室生犀星
の生家跡に建て
られており、犀
星の作品や直筆
の原稿、実際に
使っていた遺品
などを多数展示
しています。 

 TEL  076-245-1108  　 金沢市千日町3-22 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

 ◆ここがオススメ◆ 
 タッチパネルで「声をきく」「朗読をきく」「校歌をきく」

「歌をきく」から好きな音声を選んで聴くことができる
「リスニングコーナー」があります。犀星自身による朗読
や犀星作詞の校歌全27曲を収録しています。  

   金沢市     徳田秋聲記念館 

 金沢の三文豪の一人で「女性を描かせたら神様」
と評された自然主義作家・徳田秋聲を紹介してい
ます。直筆原稿、初版本を展示する他、代表作を
和紙人形で紹介するシアターがあります。 
 TEL  076-251-4300  　 金沢市東山1-19-1 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 東京に現存する旧宅書斎を再現したコーナーでは、秋聲
が実際に使用していた調度品や文具などを特別展示。生
きた作家の暮らしを体感できます。  

施
設
ガ
イ
ド

加賀 金沢能登 金沢

施設ガイド 　75

XMFRemote_(64517)206358_石川県文化イベントガイド(68206) 

 

(X4_単頁) 

 

71 

 

折 

 

2017/09/20 08:16:31

 



 金沢市立安江金箔工芸館 

 厚さ1/10000mmの金箔の世界やその歴史に触
れ、金や金箔を使った美術工芸品を鑑賞できま
す。 

 TEL  076-251-8950  　 金沢市東山1ｰ3ｰ10 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 金沢美術工芸大学の学生がデザインした金箔のオブ
ジェがショーウィンドウに設置してあります。金・銀箔
の木の葉のついた木立をモチーフにしたオブジェは写
真撮影もできます。  

 金沢ふるさと偉人館 

 高峰譲吉や鈴木大拙、八田與一など、近代日本を
つくり支えた金沢ゆかりの偉人について、その遺
品や資料を展示し、パネルなどで分かりやすく紹
介しています。 
 TEL  076-220-2474  　 金沢市下本多町6-18-4 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200
円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 企画展「日本化学工業の基礎を築いた 野口遵」は10/7～
11/26まで開催。野口遵は、金沢生まれの実業家でチッ
ソや旭化成を創業しました。日本の近代化学工業の基礎
を築いたともいわれるその生涯と業績を紹介します。  

 泉鏡花記念館 

 金沢三文豪の一人、泉鏡花の生家跡に建てられて
おり、鏡花の世界を様々な角度からとらえ紹介し
ています。 

 TEL  076-222-1025  　 金沢市下新町2-3 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 表紙や口絵が木版画でつくられた美しい鏡花の初版本
の特設コーナーは必見です！  

 金沢湯涌夢二館 

 詩人画家、竹久夢二を顕彰するために設立されま
した。常設展は「旅・信仰心・女性」をテーマに竹
久夢二の芸術性と人間性を作品・遺品からたどり
ます。金沢、湯涌との関わりも紹介しています。 
 TEL  076-235-1112  　 金沢市湯涌町イ144-1 
 【開館時間】 9:00～17:30（入館は17:00まで） 　  【休館日】 展示替
え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200円、高校生
以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 体験コーナーではタブレットで夢二作詞曲を聴いたり、
所蔵品を拡大してご覧いただくことができます。  
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 金沢城公園 

 県民にとって貴重な歴史的文化遺産であり、特別
名勝「兼六園」と一体となったシンボル空間です。 

 TEL  076-234-3800  　 金沢市丸の内1-1 
 【開園時間】8:00～17:00（菱櫓などは9:00～16:30）　【休園日】
無休　【入園料】入園無料。菱櫓などは大人310円（250円）、小人
100円（80円）     

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 再現した「玉泉院丸庭園」は兼六園よりも以前に作られ
た歴史ある庭園です。背後の石垣群と一体になった立体
的な造形美は圧巻です。休憩処「玉泉庵」で抹茶をいただ
けます。毎週末（金・土曜日、祝前日）のライトアップは
必見です！  

 石川県立伝統産業工芸館 

 兼六園に隣接する当館では、「くらしの中の工芸
品」をテーマに、石川の風土が育てた県内伝統的工
芸品36業種すべてを展示し、長い歳月をかけて育
まれた数々の伝統の技に触れることができます。 
 TEL  076-262-2020  　 金沢市兼六町1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:45まで） 　  【休館日】 4～11月第3木曜日。12
～3月木曜日、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 1階無料。2階は18
歳以上260円（200円）、5歳以上200円（200円）、17歳以下100円（80円）、6歳未満無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 県内伝統的工芸品全36品目を一堂に展示した常設展示や、県
内伝統産業の「今」を捉えたユニークな企画展示、製作実演や体
験といった各種イベントの開催など、当館のプログラムを通し
て、現代の生活に生きる伝統工芸をお楽しみいただけます。館
内ミュージアムショップでは、実際の伝統的工芸品に触れるこ
とができます。  

 石川県埋蔵文化財センター 

 県内の遺跡から発掘された多くの出土品を展示
しています。見て、触れて、ふるさとの歴史を学
び、古代人のくらしとワザが体験できます。 

 TEL  076-229-4477  　 金沢市中戸町18-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 人気のまが玉づくりやモミギリによる火起し、小さなお
子様も体験できるペーパークラフトや塗り絵、縄文アク
セサリーなど、全て無料の古代体験が楽しめます。常設
展示に加えホール展示も開催中。  

 金沢市立中村記念美術館 

 茶道美術の名品をはじめ、江戸時代の絵画など約
1000点を所蔵し、金沢の茶道文化と伝統工芸を
紹介しています。 

 TEL  076-221-0751  　 金沢市本多町3-2-29 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始・展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200
円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 美術館の庭園の眺めを望むことができる呈茶室では、抹
茶と和菓子をリーズナブルな料金で楽しむことができ
ます。  
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 金沢市立安江金箔工芸館 

 厚さ1/10000mmの金箔の世界やその歴史に触
れ、金や金箔を使った美術工芸品を鑑賞できま
す。 

 TEL  076-251-8950  　 金沢市東山1ｰ3ｰ10 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 金沢美術工芸大学の学生がデザインした金箔のオブ
ジェがショーウィンドウに設置してあります。金・銀箔
の木の葉のついた木立をモチーフにしたオブジェは写
真撮影もできます。  

 金沢ふるさと偉人館 

 高峰譲吉や鈴木大拙、八田與一など、近代日本を
つくり支えた金沢ゆかりの偉人について、その遺
品や資料を展示し、パネルなどで分かりやすく紹
介しています。 
 TEL  076-220-2474  　 金沢市下本多町6-18-4 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3） 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200
円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 企画展「日本化学工業の基礎を築いた 野口遵」は10/7～
11/26まで開催。野口遵は、金沢生まれの実業家でチッ
ソや旭化成を創業しました。日本の近代化学工業の基礎
を築いたともいわれるその生涯と業績を紹介します。  

 泉鏡花記念館 

 金沢三文豪の一人、泉鏡花の生家跡に建てられて
おり、鏡花の世界を様々な角度からとらえ紹介し
ています。 

 TEL  076-222-1025  　 金沢市下新町2-3 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、
65歳以上200円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 表紙や口絵が木版画でつくられた美しい鏡花の初版本
の特設コーナーは必見です！  

 金沢湯涌夢二館 

 詩人画家、竹久夢二を顕彰するために設立されま
した。常設展は「旅・信仰心・女性」をテーマに竹
久夢二の芸術性と人間性を作品・遺品からたどり
ます。金沢、湯涌との関わりも紹介しています。 
 TEL  076-235-1112  　 金沢市湯涌町イ144-1 
 【開館時間】 9:00～17:30（入館は17:00まで） 　  【休館日】 展示替
え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200円、高校生
以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 体験コーナーではタブレットで夢二作詞曲を聴いたり、
所蔵品を拡大してご覧いただくことができます。  
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 金沢城公園 

 県民にとって貴重な歴史的文化遺産であり、特別
名勝「兼六園」と一体となったシンボル空間です。 

 TEL  076-234-3800  　 金沢市丸の内1-1 
 【開園時間】8:00～17:00（菱櫓などは9:00～16:30）　【休園日】
無休　【入園料】入園無料。菱櫓などは大人310円（250円）、小人
100円（80円）     

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 再現した「玉泉院丸庭園」は兼六園よりも以前に作られ
た歴史ある庭園です。背後の石垣群と一体になった立体
的な造形美は圧巻です。休憩処「玉泉庵」で抹茶をいただ
けます。毎週末（金・土曜日、祝前日）のライトアップは
必見です！  

 石川県立伝統産業工芸館 

 兼六園に隣接する当館では、「くらしの中の工芸
品」をテーマに、石川の風土が育てた県内伝統的工
芸品36業種すべてを展示し、長い歳月をかけて育
まれた数々の伝統の技に触れることができます。 
 TEL  076-262-2020  　 金沢市兼六町1-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:45まで） 　  【休館日】 4～11月第3木曜日。12
～3月木曜日、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 1階無料。2階は18
歳以上260円（200円）、5歳以上200円（200円）、17歳以下100円（80円）、6歳未満無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 県内伝統的工芸品全36品目を一堂に展示した常設展示や、県
内伝統産業の「今」を捉えたユニークな企画展示、製作実演や体
験といった各種イベントの開催など、当館のプログラムを通し
て、現代の生活に生きる伝統工芸をお楽しみいただけます。館
内ミュージアムショップでは、実際の伝統的工芸品に触れるこ
とができます。  

 石川県埋蔵文化財センター 

 県内の遺跡から発掘された多くの出土品を展示
しています。見て、触れて、ふるさとの歴史を学
び、古代人のくらしとワザが体験できます。 

 TEL  076-229-4477  　 金沢市中戸町18-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 人気のまが玉づくりやモミギリによる火起し、小さなお
子様も体験できるペーパークラフトや塗り絵、縄文アク
セサリーなど、全て無料の古代体験が楽しめます。常設
展示に加えホール展示も開催中。  

 金沢市立中村記念美術館 

 茶道美術の名品をはじめ、江戸時代の絵画など約
1000点を所蔵し、金沢の茶道文化と伝統工芸を
紹介しています。 

 TEL  076-221-0751  　 金沢市本多町3-2-29 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年
始・展示替え期間 　  【入館料】 一般300円（250円）、65歳以上200
円、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 美術館の庭園の眺めを望むことができる呈茶室では、抹
茶と和菓子をリーズナブルな料金で楽しむことができ
ます。  
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 石川県金沢港大野からくり記念館 

 幕末期に大野町に住み、からくり師として知られた大野
弁吉の世界を中心に、江戸のからくり文化を紹介してい
ます。からくり細工を解くコーナーや、併設の「子どもから
くり体験棟」もあり、大人から幼児まで家族で楽しめます。 
 TEL  076-266-1311  　 金沢市大野町4-甲2-29 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人
300円（250円）、小中学生200円（150円）、園児以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 企画展や親子体験教室を実施しています。また、随時新
作からくりパズルを追加しています。詳細はHPでご確
認ください。  

 加賀本多博物館 

 5万石を与えられた加賀藩重臣、加賀本多家。徳川
家康の重臣・本多正信の次男・本多政重を初代と
する、加賀本多家伝来品の数々を所蔵・展示する
武家文化博物館です。 
 TEL  076-261-0500  　 金沢市出羽町3-1 
 【開館時間】 9:00～17:00 （入館は16:30まで） 　  【休館日】 冬季は木曜
日、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間（11/21・22、1/15・16） 　  【入
館料】 大人400円（350円）、大学生300円（250円）、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 比類なき禄高を誇る加賀本多家伝来の武装品の数々は
一見の価値あり。9/22（金）からは加賀藩上級武士「加賀
八家」の世界に迫る特別展「『加賀八家』の実像」も始ま
ります。加賀藩武家文化の粋を集めた武具や調度品をお
楽しみください。  

 町民文化館 

 金沢貯蓄銀行として明治40年（1907）に建てられま
した。外観は黒漆喰仕上げの塗籠土蔵造り、内部は
白漆喰仕上げの西洋古典建築様式となっており、銀
行の旧窓口や旧頭取室が当時を偲ばせてくれます。 
 TEL  076-222-7670  　 金沢市尾張町1-11-8 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 原則平日および年末年始
（12/29～1/3）。ただし、4/1～GW、7/21～8/31、10/1～11/3は
火曜日のみ休館 　  【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 明治末期のこの建物は、当時の地方建築技術者が可能な
限り洋風を導入して実現したものと想像できます。和洋
の折衷・混交の態様をとる異形の建築から、高度な技術
と独特の感覚を感じていただければと思います。  

 兼六園 

 水戸偕楽園、岡山後楽園とならぶ日本三名園の一
つ。江戸時代の代表的な大名庭園として、加賀歴
代藩主により、長い歳月をかけて形づくられてき
た庭園です。 
 TEL  076-234-3800  　 金沢市兼六町1 
 【開園時間】8:00～17:00　【休園日】無休　【入園料】大人310円
（250円）、小人100円（80円）　     

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 瓢池の辺り一体は兼六園発祥の地「蓮池庭」と呼ばれて
いたところです。宝暦9年（1759）の大火のあとに復旧
され、翠滝や夕顔亭が造られました。兼六園の中でも歴
史を感じさせてくれる空間です。毎週土・日曜日は県民
無料です！（住所が確認できるものをお持ちください）  
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 石川県文化財保存修復工房・広坂別館 

 2016年4月リニューアル。修復工房には、ガラス
窓越しに修復作業を常時見学できる見学スペー
スがあります。広坂別館では、文化財を修復した
事例を紹介する映像などを見られます。 
 TEL  076-221-8810  　 金沢市出羽町1-1 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16：30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3） 　  【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 大正11年（1922）、旧陸軍第九師団長官舎として建てら
れた現在の広坂別館は、2016年に国の登録有形文化財
に指定されました。文化財修復の見学とあわせて大正ロ
マンあふれる雰囲気をお楽しみください。  

 石川県立歴史博物館 

 赤レンガ建物3棟は、かつて陸軍兵器庫として使
用されていました。博物館として再活用して以
来、石川の歴史・文化を守り伝え、また生涯学習
施設として様々な活動を展開しています。 
 TEL  076-262-3236  　 金沢市出羽町3-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年始（12/28～
1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 特別展一般800円（640円）、大学生640円（510円）、
高校生以下無料。常設展一般300円（240円）、大学生240円（190円）、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 秋季特別展（9/16～11/5）では總持寺の至宝を一挙公
開。總持寺は永平寺と並ぶ曹洞宗の大本山で、鎌倉時代
の創建です。明治期に横浜へ移り、石川には祖院が残さ
れました。あわせて関連寺院の寺宝も多数紹介します。  

 石川四高記念文化交流館 

 四高の歴史と伝統を伝える展示に加え、旧四高の
教室を多目的に利用できる「石川四高記念館」と、
石川県ゆかりの文学者の資料を展示する「石川近
代文学館」によって構成されています。 
 TEL  076-262-5464  　 金沢市広坂2-2-5 
 【開館時間】 多目的利用室・レトロ体験室9:00～21:00、展示室9:00～17:00（入館は16:30
まで） 　  【休館日】 年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 石川四高記念
館無料。石川近代文学館一般360円（290円）、大学生290円（230円）、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 中野重治が小説『歌のわかれ』で、「鐘が鳴つて答案を出
した安吉もやはり窓をぬけて屋根の日なたに出た」と書
いた教室がそのまま残っています。多くの四高生たちが
玄関ポーチの屋根の上に出入りしたためすり減ってし
まった窓枠が、四高の歴史を今に伝えています。  

 石川県銭屋五兵衛記念館 

 幕末の日本海を舞台に劇的に駆け抜けた海の豪
商、銭屋五兵衛の生い立ちから全盛期を経て晩年
に至るまでの波乱に満ちた生涯を、追体験できま
す。 
 TEL  076-267-7744  　 金沢市金石本町ロ55 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 5～11月無休、
12～4月火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】
 大人500円（400円）、小中高生350円（300円）　※銭五の館と共通料金  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 弘化2年（1845）に造られた1500石積御手船「常豊丸」
の模型で当時の航海を体験できるコーナーや、五兵衛が
古船で商いを始めた頃から晩年の河北潟事件までの波
乱万丈の生涯を映像などで演出したシアターがありま
す。  
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 石川県金沢港大野からくり記念館 

 幕末期に大野町に住み、からくり師として知られた大野
弁吉の世界を中心に、江戸のからくり文化を紹介してい
ます。からくり細工を解くコーナーや、併設の「子どもから
くり体験棟」もあり、大人から幼児まで家族で楽しめます。 
 TEL  076-266-1311  　 金沢市大野町4-甲2-29 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】 大人
300円（250円）、小中学生200円（150円）、園児以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 企画展や親子体験教室を実施しています。また、随時新
作からくりパズルを追加しています。詳細はHPでご確
認ください。  

 加賀本多博物館 

 5万石を与えられた加賀藩重臣、加賀本多家。徳川
家康の重臣・本多正信の次男・本多政重を初代と
する、加賀本多家伝来品の数々を所蔵・展示する
武家文化博物館です。 
 TEL  076-261-0500  　 金沢市出羽町3-1 
 【開館時間】 9:00～17:00 （入館は16:30まで） 　  【休館日】 冬季は木曜
日、年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間（11/21・22、1/15・16） 　  【入
館料】 大人400円（350円）、大学生300円（250円）、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 比類なき禄高を誇る加賀本多家伝来の武装品の数々は
一見の価値あり。9/22（金）からは加賀藩上級武士「加賀
八家」の世界に迫る特別展「『加賀八家』の実像」も始ま
ります。加賀藩武家文化の粋を集めた武具や調度品をお
楽しみください。  

 町民文化館 

 金沢貯蓄銀行として明治40年（1907）に建てられま
した。外観は黒漆喰仕上げの塗籠土蔵造り、内部は
白漆喰仕上げの西洋古典建築様式となっており、銀
行の旧窓口や旧頭取室が当時を偲ばせてくれます。 
 TEL  076-222-7670  　 金沢市尾張町1-11-8 
 【開館時間】 9:00～17:00 　  【休館日】 原則平日および年末年始
（12/29～1/3）。ただし、4/1～GW、7/21～8/31、10/1～11/3は
火曜日のみ休館 　  【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 明治末期のこの建物は、当時の地方建築技術者が可能な
限り洋風を導入して実現したものと想像できます。和洋
の折衷・混交の態様をとる異形の建築から、高度な技術
と独特の感覚を感じていただければと思います。  

 兼六園 

 水戸偕楽園、岡山後楽園とならぶ日本三名園の一
つ。江戸時代の代表的な大名庭園として、加賀歴
代藩主により、長い歳月をかけて形づくられてき
た庭園です。 
 TEL  076-234-3800  　 金沢市兼六町1 
 【開園時間】8:00～17:00　【休園日】無休　【入園料】大人310円
（250円）、小人100円（80円）　     

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 瓢池の辺り一体は兼六園発祥の地「蓮池庭」と呼ばれて
いたところです。宝暦9年（1759）の大火のあとに復旧
され、翠滝や夕顔亭が造られました。兼六園の中でも歴
史を感じさせてくれる空間です。毎週土・日曜日は県民
無料です！（住所が確認できるものをお持ちください）  

施
設
ガ
イ
ド

加賀金沢 能登金沢

 石川県文化財保存修復工房・広坂別館 

 2016年4月リニューアル。修復工房には、ガラス
窓越しに修復作業を常時見学できる見学スペー
スがあります。広坂別館では、文化財を修復した
事例を紹介する映像などを見られます。 
 TEL  076-221-8810  　 金沢市出羽町1-1 
 【開館時間】 9:30～17:00（入館は16：30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3） 　  【入館料】 入館無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 大正11年（1922）、旧陸軍第九師団長官舎として建てら
れた現在の広坂別館は、2016年に国の登録有形文化財
に指定されました。文化財修復の見学とあわせて大正ロ
マンあふれる雰囲気をお楽しみください。  

 石川県立歴史博物館 

 赤レンガ建物3棟は、かつて陸軍兵器庫として使
用されていました。博物館として再活用して以
来、石川の歴史・文化を守り伝え、また生涯学習
施設として様々な活動を展開しています。 
 TEL  076-262-3236  　 金沢市出羽町3-1 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 年末年始（12/28～
1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 特別展一般800円（640円）、大学生640円（510円）、
高校生以下無料。常設展一般300円（240円）、大学生240円（190円）、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 秋季特別展（9/16～11/5）では總持寺の至宝を一挙公
開。總持寺は永平寺と並ぶ曹洞宗の大本山で、鎌倉時代
の創建です。明治期に横浜へ移り、石川には祖院が残さ
れました。あわせて関連寺院の寺宝も多数紹介します。  

 石川四高記念文化交流館 

 四高の歴史と伝統を伝える展示に加え、旧四高の
教室を多目的に利用できる「石川四高記念館」と、
石川県ゆかりの文学者の資料を展示する「石川近
代文学館」によって構成されています。 
 TEL  076-262-5464  　 金沢市広坂2-2-5 
 【開館時間】 多目的利用室・レトロ体験室9:00～21:00、展示室9:00～17:00（入館は16:30
まで） 　  【休館日】 年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 石川四高記念
館無料。石川近代文学館一般360円（290円）、大学生290円（230円）、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 中野重治が小説『歌のわかれ』で、「鐘が鳴つて答案を出
した安吉もやはり窓をぬけて屋根の日なたに出た」と書
いた教室がそのまま残っています。多くの四高生たちが
玄関ポーチの屋根の上に出入りしたためすり減ってし
まった窓枠が、四高の歴史を今に伝えています。  

 石川県銭屋五兵衛記念館 

 幕末の日本海を舞台に劇的に駆け抜けた海の豪
商、銭屋五兵衛の生い立ちから全盛期を経て晩年
に至るまでの波乱に満ちた生涯を、追体験できま
す。 
 TEL  076-267-7744  　 金沢市金石本町ロ55 
 【開館時間】 9:00～17:00（入館は16:30まで） 　  【休館日】 5～11月無休、
12～4月火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3） 　  【入館料】
 大人500円（400円）、小中高生350円（300円）　※銭五の館と共通料金  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 弘化2年（1845）に造られた1500石積御手船「常豊丸」
の模型で当時の航海を体験できるコーナーや、五兵衛が
古船で商いを始めた頃から晩年の河北潟事件までの波
乱万丈の生涯を映像などで演出したシアターがありま
す。  

施
設
ガ
イ
ド

加賀 金沢能登 金沢
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金沢エリア
金沢市、かほく市
津幡町、内灘町

 石川県立美術館 

 美術工芸の盛んな石川県の芸術的個性を生かし
た地方色豊かな美術館。国宝「色絵雉香炉」など、
石川にゆかりのある作品を中心とした常設展示
や年3回の企画展を行っています。 
 TEL  076-231-7580  　 金沢市出羽町2-1 
 【開館時間】 9:30～18:00（入館は17:30まで） 　  【休館日】 年末年
始（12/29～1/3）、展示替え期間 　  【入館料】 常設展一般360円
（290円）、大学生290円（230円）、高校生以下無料  

   金沢市    

 ◆ここがオススメ◆ 
 コレクション展示室の一番奥、休憩コーナーから見る景
色が抜群。大きな窓ガラス越しの緑の木々に癒されま
す。10～11月は紅葉が美しく、必見のポイントです。  

施
設
ガ
イ
ド

加賀金沢 能登金沢

いしかわの文化
施設ガイド

文化施設ガイドの見方
① ②

③
④
⑤
⑥

① 施設の所在市町名 

② 施設名　

③ 施設の概要 

④ 施設の電話番号、住所

⑤ 施設の開館時間、休館日、入館料
※入館料の（）は団体料金です。団体人数は各施設によって

異なりますのでお問い合わせください。

⑥ 施設の見どころやオススメのポイント
※館長や学芸員など、施設をよく知る人がオススメする施

設のお宝や体験情報、施設周辺情報などを紹介します。

80　 施設ガイド
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珠洲市

能登町輪島市

穴水町

志賀町 七尾市
中能登町

羽咋市

宝達志水町

かほく市

内灘町 津幡町 

金沢市 
野々市市 

川北町 
能美市 

小松市 

白山市 加賀市 

金沢エリア

能登エリア

加賀エリア

※掲載情報は、平成29年8月31日現在で確認したものです。
　発行後に情報が変更する場合がありますのでご了承ください。
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金沢エリア

加賀エリア

いしかわ文化施設スタンプラリー 対象施設一覧

「いしかわ文化の日」
県民入場無料施設

■金沢市
石川県立美術館※

石川県文化財保存修復工房・広坂別館
石川県立歴史博物館※

石川四高記念文化交流館
石川県銭屋五兵衛記念館
石川県金沢港大野からくり記念館
加賀本多博物館
町民文化館
兼六園
金沢城公園
石川県立伝統産業工芸館
石川県埋蔵文化財センター
金沢市立中村記念美術館
金沢市立安江金箔工芸館
金沢ふるさと偉人館
泉鏡花記念館
金沢湯涌夢二館
金沢蓄音器館
前田土佐守家資料館
室生犀星記念館
徳田秋聲記念館
金沢文芸館
金沢市老舗記念館
金沢湯涌江戸村
鈴木大拙館
武家屋敷 寺島蔵人邸
金沢 21 世紀美術館※

金沢能楽美術館
金沢卯辰山工芸工房
金沢くらしの博物館
尾張町老舗交流館
金沢菓子木型美術館
西田家庭園・玉泉園
湯涌温泉いろは館

各施設の詳細は施設ガイドP50～80をご覧ください。

能登エリア

この120施設は「いしかわ文化の日」県民入場無料または、割引施設です。
※印：施設の入場無料エリアは、コレクション展、常設展のみです。

■かほく市
石川県西田幾多郎記念哲学館
うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」

■津幡町
歴史民俗資料収蔵庫
津幡ふるさと歴史館「れきしる」

■内灘町
内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」

■小松市
石川県立尾小屋鉱山資料館
こまつ曳山交流館みよっさ
小松市立博物館
宮本三郎美術館
宮本三郎ふるさと館
本陣記念美術館
錦窯展示館
登窯展示館
河田山古墳群史跡資料館
小松市埋蔵文化財センター
勧進帳ものがたり館
八十山雅子・和代美術館

■加賀市
石川県九谷焼美術館
北前船の里資料館
加賀市美術館
中谷宇吉郎 雪の科学館
魯山人寓居跡いろは草庵
九谷焼窯跡展示館
深田久弥山の文化館
加賀市鴨池観察館
山中温泉 芭蕉の館
ろくろの里 工芸の館
山中座
無限庵
山中片岡鶴太郎工藝館
日本折紙博物館
硲伊之助美術館

■白山市
石川県立白山ろく民俗資料館
白山市立博物館
松任中川一政記念美術館
千代女の里俳句館
石川ルーツ交流館
呉竹文庫
白山市立鳥越一向一揆歴史館
松任ふるさと館
白山恐竜パーク白峰
金城学園 白山美術館

■能美市
能美市立歴史民俗資料館
能美市九谷焼資料館
能美市立九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館）
能美市九谷焼陶芸館

■野々市市
野々市市郷土資料館
野々市市ふるさと歴史館

■七尾市
石川県七尾美術館
石川県能登島ガラス美術館
能登国分寺展示館
蝦夷穴歴史センター
中島お祭り資料館・中島お祭り伝承館
明治の館（室木家住宅）
七尾城史資料館
懐古館

■輪島市
石川県輪島漆芸美術館
輪島市櫛比の庄禅の里交流館
重要文化財 旧角海家住宅
輪島市黒島天領北前船資料館
輪島市もんぜん文化村

永井豪記念館
輪島塗会館
輪島キリコ会館

■珠洲市
珠洲市立珠洲焼資料館
すず塩田村 塩の資料館
能登さいはて資料館

■羽咋市
羽咋市歴史民俗資料館

■宝達志水町
県指定有形文化財加賀藩十村役「岡部家」

■中能登町
ふるさと創修館
石動山資料館
雨の宮能登王墓の館

■穴水町
穴水町歴史民俗資料館
能登中居鋳物館

■能登町
能登町立羽根万象美術館
能登町歴史民俗資料館
能登町郷土館
能登町益谷秀次記念館
能登町西谷啓治記念館
石川県柳田星の観察館 満天星
能登町真脇遺跡縄文館
藤波テニスミュージアム

「いしかわ文化の日」
県民入場割引施設

大樋美術館（金沢市）
歴史博物館重要文化財 成巽閣（金沢市）
日本自動車博物館（小松市）
重要文化財 時國家（輪島市）

82　 

XMFRemote_(64517)206358_石川県文化イベントガイド(68206) 

 

(X4_単頁) 

 

78 

 

折 

 

2017/09/20 08:16:31

 



金沢エリア

加賀エリア

いしかわ文化施設スタンプラリー 対象施設一覧

「いしかわ文化の日」
県民入場無料施設

■金沢市
石川県立美術館※

石川県文化財保存修復工房・広坂別館
石川県立歴史博物館※

石川四高記念文化交流館
石川県銭屋五兵衛記念館
石川県金沢港大野からくり記念館
加賀本多博物館
町民文化館
兼六園
金沢城公園
石川県立伝統産業工芸館
石川県埋蔵文化財センター
金沢市立中村記念美術館
金沢市立安江金箔工芸館
金沢ふるさと偉人館
泉鏡花記念館
金沢湯涌夢二館
金沢蓄音器館
前田土佐守家資料館
室生犀星記念館
徳田秋聲記念館
金沢文芸館
金沢市老舗記念館
金沢湯涌江戸村
鈴木大拙館
武家屋敷 寺島蔵人邸
金沢 21 世紀美術館※

金沢能楽美術館
金沢卯辰山工芸工房
金沢くらしの博物館
尾張町老舗交流館
金沢菓子木型美術館
西田家庭園・玉泉園
湯涌温泉いろは館

各施設の詳細は施設ガイドP50～80をご覧ください。

能登エリア

この120施設は「いしかわ文化の日」県民入場無料または、割引施設です。
※印：施設の入場無料エリアは、コレクション展、常設展のみです。

■かほく市
石川県西田幾多郎記念哲学館
うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」

■津幡町
歴史民俗資料収蔵庫
津幡ふるさと歴史館「れきしる」

■内灘町
内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」

■小松市
石川県立尾小屋鉱山資料館
こまつ曳山交流館みよっさ
小松市立博物館
宮本三郎美術館
宮本三郎ふるさと館
本陣記念美術館
錦窯展示館
登窯展示館
河田山古墳群史跡資料館
小松市埋蔵文化財センター
勧進帳ものがたり館
八十山雅子・和代美術館

■加賀市
石川県九谷焼美術館
北前船の里資料館
加賀市美術館
中谷宇吉郎 雪の科学館
魯山人寓居跡いろは草庵
九谷焼窯跡展示館
深田久弥山の文化館
加賀市鴨池観察館
山中温泉 芭蕉の館
ろくろの里 工芸の館
山中座
無限庵
山中片岡鶴太郎工藝館
日本折紙博物館
硲伊之助美術館

■白山市
石川県立白山ろく民俗資料館
白山市立博物館
松任中川一政記念美術館
千代女の里俳句館
石川ルーツ交流館
呉竹文庫
白山市立鳥越一向一揆歴史館
松任ふるさと館
白山恐竜パーク白峰
金城学園 白山美術館

■能美市
能美市立歴史民俗資料館
能美市九谷焼資料館
能美市立九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館）
能美市九谷焼陶芸館

■野々市市
野々市市郷土資料館
野々市市ふるさと歴史館

■七尾市
石川県七尾美術館
石川県能登島ガラス美術館
能登国分寺展示館
蝦夷穴歴史センター
中島お祭り資料館・中島お祭り伝承館
明治の館（室木家住宅）
七尾城史資料館
懐古館

■輪島市
石川県輪島漆芸美術館
輪島市櫛比の庄禅の里交流館
重要文化財 旧角海家住宅
輪島市黒島天領北前船資料館
輪島市もんぜん文化村

永井豪記念館
輪島塗会館
輪島キリコ会館

■珠洲市
珠洲市立珠洲焼資料館
すず塩田村 塩の資料館
能登さいはて資料館

■羽咋市
羽咋市歴史民俗資料館

■宝達志水町
県指定有形文化財加賀藩十村役「岡部家」

■中能登町
ふるさと創修館
石動山資料館
雨の宮能登王墓の館

■穴水町
穴水町歴史民俗資料館
能登中居鋳物館

■能登町
能登町立羽根万象美術館
能登町歴史民俗資料館
能登町郷土館
能登町益谷秀次記念館
能登町西谷啓治記念館
石川県柳田星の観察館 満天星
能登町真脇遺跡縄文館
藤波テニスミュージアム

「いしかわ文化の日」
県民入場割引施設

大樋美術館（金沢市）
歴史博物館重要文化財 成巽閣（金沢市）
日本自動車博物館（小松市）
重要文化財 時國家（輪島市）
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石川県には、県民の皆様が文化を鑑賞・体験する場として、また、各地域の文化の
拠点として、美術館や博物館などの文化施設が設置されています。本手帖では、こ
れらの施設の開館時間や入館料、見どころやオススメのポイントを紹介しています。
県内各地へおでかけの際は、ぜひ文化施設にも足をお運びいただき、いしかわの
歴史や文化をより身近に感じてください。

※掲載の文化施設は、「いしかわ文化の日」に県民の入場料を無料または割引とする施設を対象としています。

県内120の文化施設の情報を掲載

今年度の「いしかわ文化の日」10月15日（日）は、掲載の116施設の
協力により、県民の入場料が無料となります（ほか、4施設が県民入
場割引）。文化施設を好きな人はもちろん、普段あまり馴染みのない
人も、ぜひこの機会にご利用ください。

「いしかわ文化の日」は県民の入場が無料！

いしかわ文化施設手帖

手帖の見方

施設情報を
知りたい方

イベント情報を
知りたい方

対象施設は
P.82-83を
チェック!

平成29年9月発行

発行元／兼六園周辺文化の森活性化実行委員会
事務局／石川県県民文化スポーツ部文化振興課
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地　TEL 076-225-1371

印刷／能登印刷株式会社
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オリジナル記念品

石川県内120施設連携

【実施期間】

2017年10月15日（日）～11月3日（金・祝）
　　　　　　　　　　　　　　　　※記念品の交換は2017年11月30日（木）まで

【問合せ】 石川県県民文化スポーツ部文化振興課　TEL 076-225-1371

本手帖で紹介している120カ所の文化施設をめぐってスタンプを集めましょう。入館
時に各施設の窓口へ次頁のスタンプカードを提示していただくとスタンプを押します。
5カ所以上のスタンプを集めたら本手帖を記念品引換施設の窓口（下記参照）へ
お持ちいただくとオリジナル記念品をお渡しします。

・1カ所につき押せるスタンプは1個です。　・各施設の開館時間、休館日は施設ガイドでご確認ください。
・スタンプ設置場所については各施設にお問合せください。　・有料施設は入館料が必要です。
・スタンプカード1枚につき記念品のお渡しは1つです。交換後の変更はできませんのでご了承ください。
・引換時に窓口でスタンプカードを切り取ります。

ご注意
ください

5カ所

3 色ボールペン ブックカバー スリムマグ

写真はイメージです。デザインは変更となる場合があります。

いしかわの文化施設スタンプラリー

「いしかわ文化施設手帖」掲載の120施設対象
（対象施設一覧をP.82-83に掲載！）

石川県立美術館（金沢市）、石川県立歴史博物館（金沢市）、石川四高記念文化交流館（金沢市）、
石川県西田幾多郎記念哲学館（かほく市）、石川県九谷焼美術館（加賀市）、
石川県七尾美術館（七尾市）、石川県輪島漆芸美術館（輪島市）

記念品引換場所

10カ所 15カ所

10
月
第
3日
曜
日
　
い
し
か
わ
文
化
の
日

2017年度文化推進期間イベントカレンダー
開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ

9/30（土）～11/26（日） 那谷寺と白山信仰 小松市立博物館 小松市 15
9/30（土）～12/3（日） 1917―大正6年の鏡花 泉鏡花記念館 金沢市 16
9/30（土）～12/10（日） 湯涌滞在100年記念特別展Ⅱ「夢二の愛した金沢・湯涌」 金沢湯涌夢二館 金沢市 16
10/1（日）～22（日） 第23回児童生徒きりえ作品展 輪島市もんぜん文化村 輪島市 16
10/1（日）～11/18（土） 書斎の人―拝啓、夏目漱石様。 徳田秋聲記念館 金沢市 16
10/1（日）～11/30（木） 三文豪月間事業 泉鏡花記念館、室生犀星記念館、徳田秋聲記念館ほか 金沢市 31
10/3（火）～11/30（木） 企画展「寺家遺跡と気多大社」 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 16
10/4（水）～12/17（日） やわたの匠展 登窯展示館 小松市 17
10/4（水）～1/8（月・祝） 九谷陶器会社より 九谷焼窯跡展示館 加賀市 17
10/4（水）～1/28（日） 企画展「也風流庵レター」 鈴木大拙館 金沢市 17
10/5（木）～12/5（火） Small Things 小さきもの～掌サイズの生活工芸品～ 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/5（木）～12/6（水） 「国際漆展コレクション展・世界の漆」「うるしが語る、うるしを語る」 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/6（金）～22（日）  重要文化財「加賀郡牓示札」 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/5（日）  県指定文化財 野々江本江寺遺跡出土品 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/7（火） 百工比照Ⅰ 石川県立美術館 金沢市 18
10/6（金）～11/12（日） のと 酒を旅する 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 18
10/6（金）～11/26（日） 21世紀鷹峯フォーラム第3回 in 石川・金沢 百万石ものがたり 工芸の祭典 石川県立美術館、石川県立伝統産業工芸館、金沢21世紀美術館ほか 金沢市 31
10/7（土）～15（日） 50年のあゆみ展 石川県立輪島漆芸技術研修所 輪島市 18
10/7（土）～15（日） 輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同展（輪島） 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 19
10/7（土）～11/26（日） 日本化学工業の基礎を築いた 野口遵 金沢ふるさと偉人館 金沢市 19
10/7（土）～12/3（日） 金箔と日本美術 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 19
10/7（土）～12/17（日） 埴輪群像は何を願うか―祈りの歴史を考える― 小松市埋蔵文化財センター 小松市 19
10/8（日）～22（日） 第12回MOA美術館かほく市児童作品展 うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」 かほく市 19
10/8（日）～29（日） アカデミア金城2017展＋研究生展 金城学園 白山美術館 白山市 20
10/8（日）～11/26（日） 出作りから見る白山 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 20
10/11（水）～16（月） 555年めぐる秋への想い 池坊石川県連合部花展 めいてつエムザ 金沢市 20
10/11（水）～11/30（木）  白山・手取川災害史展 石川ルーツ交流館 白山市 20
10/11（水）～1/21（日） くらしの道具～火の文化展 集う・灯す・暖まる～ 野々市市郷土資料館 野々市市 20
10/13（金）～15（日）  ART_Café@金沢尾張町 町民文化館 金沢市 43
10/13（金）～25（水） 国際漆展・石川2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 21
10/14（土）・15（日） 百万石の菓子文化 いしかわスイーツ博2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 31
10/14（土）～22（日） 第40回美川文化祭 美川文化会館 白山市 31
10/14（土）～29（日） 白山開山1300年記念事業 厳かに高まる白山 木村芳文写真展 市民工房うるわし 白山市 21
10/14（土）～11/12（日） 第6回能登演劇堂ロングラン公演「肝っ玉おっ母と子供たち」 能登演劇堂 七尾市 25
10/15（日） 第6回 one day concert 音さんぽ 小松市立博物館、本陣記念美術館、宮本三郎美術館ほか 小松市 26
10/15（日） いしかわ文化の日記念イベント 能美市根上総合文化会館 能美市 32
10/15（日） 第36回青少年ピアノコンクール 白山市松任学習センター 白山市 26
10/15（日） 企画展「からくり人形＆ロボット体験」 石川県産業展示館 3号館 金沢市 40
10/15（日） 伝統工芸実演（和傘） 金沢湯涌江戸村 金沢市 32
10/15（日） 畳縁の小物づくり 金沢湯涌江戸村 金沢市 40
10/15（日） 余喜ふれあい祭り 羽咋市立余喜小学校 羽咋市 32
10/15（日）・16（月） 0歳からの家族鑑賞会 ミュージアム・スタート 松任中川一政記念美術館 白山市 40
10/15（日）～21（土） 第53回白山市美川美術展 美川文化会館 白山市 21
10/15（日）～22（日） Qu展 加賀市美術館 加賀市 21
10/15（日）～11/5（日） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィーク 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 32
10/17（火） 辻口博啓シェフのスイーツパフォーマンス会 石川県立美術館 金沢市 32
10/17（火）～22（日） 第29回MOA美術館内灘町児童作品展 内灘町役場 内灘町 21
10/17（火）～29（日） 白山開山1300年記念事業「写真展 天と地と白山」 金沢21世紀美術館 金沢市 22
10/17（火）～3/25（日） 木村素衞―西田幾多郎に愛された教育哲学者― 石川県西田幾多郎記念哲学館 かほく市 22
10/18（水）  金沢ナイトミュージアム2017 開館記念夜間開館 鈴木大拙館 金沢市 44
10/18（水）  能登の歴史探訪講座② 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 26
10/18（水）　 オーケストラ・アンサンブル金沢 第394回定期公演フィルハーモニー・シリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 26
10/19（木） 実用筆ペン教室 加賀市美術館 加賀市 40
10/19（木）～22（日）         白山開山1300年記念 第11回白山市小・中学生書道展 市民工房うるわし 白山市 22
10/20（金） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第7回 石川県本多の森庁舎 金沢市 26
10/20（金）～23（月） 第31回能登陶芸展 フォーラム七尾 七尾市 22
10/20（金）・21（土）・27（金）・28（土）、11/2（木）～11/5（日） 金沢城公園・玉泉院丸庭園ライトアップ 金沢城公園 金沢市 44
10/20（金）～11/26（日） 日光社寺建造物の江戸期修理に用いられた漆箔彩色に関する調査報告展示会 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 22
10/20（金）～12/3（日） 庭園の紅葉と秋の名品展＆秋の俳句・短歌募集 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 23
10/21（土） 蒔絵体験しよう 無限庵 加賀市 40

開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ
10/21（土） れきはくゼミナール 石川県立歴史博物館 金沢市 27
10/21（土） バスツアー｢夢二の歩いた金沢をめぐる｣ 金沢湯涌夢二館 金沢市 41
10/21（土） 歴史と伝統文化講演会 尾張町老舗交流館 金沢市 27
10/21（土） 観光客おもてなしスポット「ためしてみまっし」 町民文化館 金沢市 44
10/21（土） サケマルシェ 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 33
10/21（土）・22（日） MOA美術館白山市児童作品展 白山市民交流センター 白山市 23
10/21（土）・22（日） 茶道教室 石川県立能楽堂 別館（対青軒・犀庵） 金沢市 41
10/21（土）・22（日）  絵画と音楽の鑑賞日「モーツァルト！モーツァルト！」 本陣記念美術館 小松市 23
10/21（土）～11/3（金・祝） ののいちマナビィフェスタ2017 文化会館フォルテ、情報交流館カメリア、郷土資料館 野々市市 33
10/21（土）～11/26（日） 白山下山仏と加賀禅定道 白山市立博物館 白山市 23
10/22（日）  「伝承文芸講座」 第2回 金沢文芸館 金沢市 27
10/22（日） 歴史の道探訪 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/22（日） 講演会「漱石とゆかりの金沢人―知の友、心の友」 石川四高記念文化交流館 金沢市 27
10/22（日） 大正時代の鏡花の展望 泉鏡花記念館 金沢市 27
10/22（日） 第27回 工房祭 金沢卯辰山工芸工房 金沢市 33
10/22（日） 平成29年第73回北國俳句大会並びに第37回児童・生徒俳句大会 北國新聞交流ホール 金沢市 23
10/22（日）～11/12（日） 能美市総合文化祭 能美市根上総合文化会館 能美市 33
10/24（火） ふるさとふれあい能登校講座第7回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 28
10/24（火）・27（金）・11/1（水） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィークコンサート 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 28
10/27（金）～11/5（日） 第64回日本伝統工芸展金沢展 石川県立美術館 金沢市 24
10/28（土）  五木寛之文学散歩/2017 金沢文芸館 金沢市 41
10/28（土）  お抹茶クラッシック 無限庵 加賀市 28
10/28（土）  穂がち 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/28（土）  いしかわ伝統芸能体験教室発表会 石川県立能楽堂 本館 金沢市 28
10/28（土）  為末大氏講演会「禅とハードル」 石川県立歴史博物館 金沢市 28
10/28（土）  夏目漱石作『我輩は猫である』朗読会 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
10/28（土）・29（日） 秋の宵 ドウダンツツジのライトアップ 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 44
10/28（土）・29（日） 第14回かほく市生涯学習フェスティバル かほく市河北台健民体育館ほか かほく市 33
10/28（土）・29（日） 金沢ナイトミュージアム 特別夜間開館 前田土佐守家資料館、中村記念美術館、金沢文芸館ほか 金沢市 44
10/28（土）・11/25（土） 解説＋ふれて感じる鑑賞会 錦窯展示館 小松市 42
10/28（土）～11/12（日） 第13回七尾市民文化祭 七尾サンライフプラザほか 七尾市 34
10/28（土）～11/19（日） 第4回加賀市美術展 加賀市美術館 加賀市 24
10/28（土）～11/28（火） 伝統工芸創作人形展 金沢市立中村記念美術館 金沢市 24
10/28（土）～2/4（日） 魯山人と初代須田菁華展 石川県九谷焼美術館 加賀市 24
10/28（土）～4月中旬 能登島ガラスコレクション 新収蔵品展～ガラスのカタチ～ 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 24
10/29（日）  能楽堂探検ツアー 石川県立能楽堂 金沢市 42
10/31（火） 能楽堂スペシャル朗読会 石川県立能楽堂 金沢市 29
11/1（水） 学びの杜ののいち カレード オープニングセレモニー 学びの杜ののいち カレード 野々市市 34
11/1（水） ふるさとふれあい能登校講座第8回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 29
11/1（水）～7（火）   輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同作品展（金沢） 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 25
11/1（水）～19（日） 俳句協会会員展 千代女の里俳句館 白山市 25
11/2（木） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第8回 石川県本多の森庁舎 金沢市 29
11/2（木）・3（金・祝） マナビィフェアin本多の森2017 石川県本多の森庁舎 金沢市 34
11/2（木）・3（金・祝） 珠洲市文化祭 ラポルトすず、珠洲商工会議所、飯田わくわく広場 珠洲市 34
11/2（木）・3（金・祝） 第13回中能登町文化まつり ラピア鹿島、カルチャーセンター飛翔 中能登町 34
11/2（木）・3（金・祝） 宝達志水町文化祭 宝達志水町生涯学習センター「さくらドーム21」 宝達志水町 35
11/2（木）～12/10（日） 2017イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 石川県七尾美術館 七尾市 25
11/3（金・祝） 朗読会 徳田秋聲作『奔流』(抄) 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
11/3（金・祝） 第3回ファミリーカレッジin本多の森 石川県本多の森庁舎 金沢市 35
11/3（金・祝） 古典の日記念事業「朗読『奥の細道』とチェンバロ演奏」 金沢文芸館 金沢市 30
11/3（金・祝） アマデウスLIVE ムービー・オン・クラシック 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 30
11/3（金・祝）  大野俊三ジャズライブin九谷陶芸村 能美市立九谷焼美術館（浅倉五十吉美術館） 能美市 30
11/3（金・祝） 九谷焼上絵付入門講座 石川県立九谷焼技術者自立支援工房 能美市 42
11/3（金・祝） 穴水町文化祭お茶席 のとふれあい文化センター 穴水町 42
11/3（金・祝） 古代米試食 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 42
11/3（金・祝） 勾玉づくり 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 43
11/3（金・祝）・4（土） 羽咋市文化祭 羽咋体育館、コスモアイル羽咋、羽咋すこやかセンターほか 羽咋市 35
11/3（金・祝）・4（土） 穴水町文化祭 のとふれあい文化センター 穴水町 35
11/3（金・祝）～5（日） 第13回志賀町文化祭 志賀町文化ホール、志賀町富来活性化センター 志賀町 35
11/3（金・祝）～5（日） 輪島市民文化祭「あいの風」 輪島市文化会館、門前会館、門前東小学校体育館ほか 輪島市 36

開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ

毎日 クイズラリー 加賀本多博物館 金沢市 36
毎日 繭細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 水引細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 組子コースター制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 37
毎日 蓄音器の聴き比べ実演 金沢蓄音器館 金沢市 37
毎日 金沢五木寛之文庫 金沢文芸館 金沢市  8
毎日 落雁手作り体験 金沢菓子木型美術館 金沢市 37
毎日 大樋焼歴代とゆかりの人々展 大樋美術館 金沢市  8
毎日 粟ヶ崎遊園女優の再現衣装試着体験 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 37
毎日 型おこし体験 登窯展示館 小松市 37
毎日 日本自動車殿堂歴史車展 日本自動車博物館 小松市  9
毎日 ダイヤモンドダストの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 チンダル像の実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 氷のペンダントの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 化石発掘体験 白山恐竜パーク白峰 白山市 38
毎日 御経塚遺跡で古代体験 野々市市ふるさと歴史館 野々市市 38
随時 蹴りロクロを用いた水挽成形体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 九谷五彩を用いた上絵付け体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 手作り体験 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 39
毎週日曜日 自動再演ピアノの実演 金沢蓄音器館 金沢市 39
毎月第3土曜日 土曜日の研究室 加賀市鴨池観察館 加賀市 39
2016/3/28（月）～2018/2/28（水） こしのくに国府スタンプラリー 能登国分寺展示館 七尾市 43
7/1（土）～11/5（日） 女流評伝―おうごんの針をもて文をつくる人々の傳記― 室生犀星記念館 金沢市  9
7/4（火）～10/31（火） 呉竹で白山を知る 呉竹文庫 白山市  9
7/6（木）～10/24（火） 魯山人―コレクション展― 魯山人寓居跡いろは草庵 加賀市  9
7/8（土）～11/26（日） 第23回企画展「冬虫夏草展―昆虫と菌類の不思議な世界―」 石川県立自然史資料館 金沢市  9
7/15（土）～10/22（日） 小濱神社～悠久の歴史を回顧する～ 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 10
7/15（土）～10/22（日）  BODY/DRESS 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 10
7/20（木）～10/23（月） 雪氷写真展「WHITE ICE」 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 10
7/21（金）～10/29（日） 金沢ナイトミュージアム2017 夏秋編・金沢マラソン編 金沢蓄音器館、金沢ふるさと偉人館、金沢くらしの博物館ほか 金沢市 43
7/22（土）～11/7（火） 鉱物と化石 石川県立尾小屋鉱山資料館 小松市 10
7/22（土）～1/8（月） コレクション展2 死なない命 金沢21世紀美術館 金沢市 10
7/29（土）～10/22（日） 工芸セレクションⅠ お茶碗と棗 金沢市立中村記念美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/5（日） 日々の生活―気づきのしるし― 金沢21世紀美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/26（日） 写真で見る戦後の金沢 金沢くらしの博物館 金沢市 11
8/26（土）～10/22（日） 白山の俳句と写真展 千代女の里俳句館 白山市 11
8/30（水）～11/26（日） 八十山雅子・和代 秋展 八十山雅子・和代美術館 小松市 11
9/2（土）～11/5（日） 豪商 銭屋五兵衛と加賀の茶の湯 石川県銭屋五兵衛記念館 金沢市 12
9/2（土）～11/26（日） 中川一政の薔薇―ムーヴマンを描く― 松任中川一政記念美術館 白山市 12
9/3（日）～10/22（日） 奥能登国際芸術祭2017 珠洲市全域 珠洲市 30
9/8（金）～10/22（日） 加賀市美術館名品展 加賀市美術館 加賀市 12
9/9（土）～11/6（月） 没後50年記念 竹園自耕―蒔絵と図案― 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 12
9/10（日）～12/17（日） 2017ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭 石川県立音楽堂、金沢歌劇座、北國新聞赤羽ホールほか 金沢市 31
9/12（火）～11/12（日） 世界を魅了した九谷磁器（ジャパンクタニ） 能美市九谷焼資料館 能美市 12
9/13（水）～10/30（月） 加賀藩の藩校資料 石川県立図書館 金沢市 13
9/16（土）～11/5（日） 秋季特別展「禅の心とかたち―總持寺の至宝―」 石川県立歴史博物館 金沢市 13
9/16（土）～11/12（日） 芳春院まつの書状Ⅱ期 前田土佐守家資料館 金沢市 13
9/16（土）～11/26（日）  企画展「漱石と石川ゆかりの作家たち」 石川四高記念文化交流館 金沢市 13
9/16（土）～12/10（日）  絵画と詩文―東山魁夷を中心に― 本陣記念美術館 小松市 13
9/22（金）～1/14（日） 「加賀八家」の実像 加賀本多博物館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/15（日） 第7回九谷焼伝統工芸士会作品展 石川県九谷焼美術館 加賀市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 燦めきの日本画―石崎光瑤と京都の画家たち― 石川県立美術館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 能州ガ生ミシ名畫 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 所蔵品にみる いしかわの工芸 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～12/3（日） Komatsu Biennale2017 第4回宮本三郎記念デッサン大賞展[明日の表現を拓く] 宮本三郎美術館 小松市 15
9/23（土・祝）～12/3（日） 宮本三郎の絵画世界 宮本三郎ふるさと館 小松市 15
9/23（土・祝）～12/3（日） 生誕110年二代德田八十吉展 錦窯展示館 小松市 15
9/28（木）～11/27（月） 御所と前田家展 歴史博物館重要文化財 成巽閣 金沢市 15

内表 2（P3） 内表 2対向（P4） 内表 3対向（P85） 内表 3（P86）

1．「いしかわ文化の日」「いしかわ文化推進期間」をご存知でしたか。

知っていた　　　　・　　　　知らなかった

2．スタンプラリーはどうでしたか

　　①とても良かった　　②良かった　　③普通　　④良くなかった

　　→よろしければその理由をお聞かせください。

　　→�めぐった文化施設の中で、お気に入りの施設があればご記入ください。

3．スタンプラリーの記念品の満足度をお聞かせください。

　　①満足　　②普通　　③不満

　　→�どんな記念品があるといいと思いますか。よろしければご記入く
ださい。

4．その他、ご意見・ご感想などがありましたら、ご自由にご記入
ください。

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎜
⎝

年　　　齢 10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60歳以上

性　　　別 男　・　女

お 住 ま い 県内（　　　　　　市・町）　・　県外（　　　　　都道府県）

文化施設を
訪れる頻度 年に1～2回　・　月に1～2回　・　週に1～2回

いしかわの文化施設スタンプラリーにご参加いただき、ありがとう
ございます。今後の参考のため、以下のアンケートにご協力をお願
いいたします。
※�該当する選択肢に○を付けてください。また、自由記述欄にご記入ください。

ご協力ありがとうございました

�　86�　85
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オリジナル記念品

石川県内120施設連携

【実施期間】

2017年10月15日（日）～11月3日（金・祝）
　　　　　　　　　　　　　　　　※記念品の交換は2017年11月30日（木）まで

【問合せ】 石川県県民文化スポーツ部文化振興課　TEL 076-225-1371

本手帖で紹介している120カ所の文化施設をめぐってスタンプを集めましょう。入館
時に各施設の窓口へ次頁のスタンプカードを提示していただくとスタンプを押します。
5カ所以上のスタンプを集めたら本手帖を記念品引換施設の窓口（下記参照）へ
お持ちいただくとオリジナル記念品をお渡しします。

・1カ所につき押せるスタンプは1個です。　・各施設の開館時間、休館日は施設ガイドでご確認ください。
・スタンプ設置場所については各施設にお問合せください。　・有料施設は入館料が必要です。
・スタンプカード1枚につき記念品のお渡しは1つです。交換後の変更はできませんのでご了承ください。
・引換時に窓口でスタンプカードを切り取ります。

ご注意
ください

5カ所

3 色ボールペン ブックカバー スリムマグ

写真はイメージです。デザインは変更となる場合があります。

いしかわの文化施設スタンプラリー

「いしかわ文化施設手帖」掲載の120施設対象
（対象施設一覧をP.82-83に掲載！）

石川県立美術館（金沢市）、石川県立歴史博物館（金沢市）、石川四高記念文化交流館（金沢市）、
石川県西田幾多郎記念哲学館（かほく市）、石川県九谷焼美術館（加賀市）、
石川県七尾美術館（七尾市）、石川県輪島漆芸美術館（輪島市）

記念品引換場所

10カ所 15カ所

10
月
第
3日
曜
日
　
い
し
か
わ
文
化
の
日

2017年度文化推進期間イベントカレンダー
開催期間 イベント名 場所 市町名 ページ

9/30（土）～11/26（日） 那谷寺と白山信仰 小松市立博物館 小松市 15
9/30（土）～12/3（日） 1917―大正6年の鏡花 泉鏡花記念館 金沢市 16
9/30（土）～12/10（日） 湯涌滞在100年記念特別展Ⅱ「夢二の愛した金沢・湯涌」 金沢湯涌夢二館 金沢市 16
10/1（日）～22（日） 第23回児童生徒きりえ作品展 輪島市もんぜん文化村 輪島市 16
10/1（日）～11/18（土） 書斎の人―拝啓、夏目漱石様。 徳田秋聲記念館 金沢市 16
10/1（日）～11/30（木） 三文豪月間事業 泉鏡花記念館、室生犀星記念館、徳田秋聲記念館ほか 金沢市 31
10/3（火）～11/30（木） 企画展「寺家遺跡と気多大社」 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 16
10/4（水）～12/17（日） やわたの匠展 登窯展示館 小松市 17
10/4（水）～1/8（月・祝） 九谷陶器会社より 九谷焼窯跡展示館 加賀市 17
10/4（水）～1/28（日） 企画展「也風流庵レター」 鈴木大拙館 金沢市 17
10/5（木）～12/5（火） Small Things 小さきもの～掌サイズの生活工芸品～ 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/5（木）～12/6（水） 「国際漆展コレクション展・世界の漆」「うるしが語る、うるしを語る」 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 17
10/6（金）～22（日）  重要文化財「加賀郡牓示札」 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/5（日）  県指定文化財 野々江本江寺遺跡出土品 石川県埋蔵文化財センター 金沢市 18
10/6（金）～11/7（火） 百工比照Ⅰ 石川県立美術館 金沢市 18
10/6（金）～11/12（日） のと 酒を旅する 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 18
10/6（金）～11/26（日） 21世紀鷹峯フォーラム第3回 in 石川・金沢 百万石ものがたり 工芸の祭典 石川県立美術館、石川県立伝統産業工芸館、金沢21世紀美術館ほか 金沢市 31
10/7（土）～15（日） 50年のあゆみ展 石川県立輪島漆芸技術研修所 輪島市 18
10/7（土）～15（日） 輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同展（輪島） 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 19
10/7（土）～11/26（日） 日本化学工業の基礎を築いた 野口遵 金沢ふるさと偉人館 金沢市 19
10/7（土）～12/3（日） 金箔と日本美術 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 19
10/7（土）～12/17（日） 埴輪群像は何を願うか―祈りの歴史を考える― 小松市埋蔵文化財センター 小松市 19
10/8（日）～22（日） 第12回MOA美術館かほく市児童作品展 うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」 かほく市 19
10/8（日）～29（日） アカデミア金城2017展＋研究生展 金城学園 白山美術館 白山市 20
10/8（日）～11/26（日） 出作りから見る白山 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 20
10/11（水）～16（月） 555年めぐる秋への想い 池坊石川県連合部花展 めいてつエムザ 金沢市 20
10/11（水）～11/30（木）  白山・手取川災害史展 石川ルーツ交流館 白山市 20
10/11（水）～1/21（日） くらしの道具～火の文化展 集う・灯す・暖まる～ 野々市市郷土資料館 野々市市 20
10/13（金）～15（日）  ART_Café@金沢尾張町 町民文化館 金沢市 43
10/13（金）～25（水） 国際漆展・石川2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 21
10/14（土）・15（日） 百万石の菓子文化 いしかわスイーツ博2017 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 31
10/14（土）～22（日） 第40回美川文化祭 美川文化会館 白山市 31
10/14（土）～29（日） 白山開山1300年記念事業 厳かに高まる白山 木村芳文写真展 市民工房うるわし 白山市 21
10/14（土）～11/12（日） 第6回能登演劇堂ロングラン公演「肝っ玉おっ母と子供たち」 能登演劇堂 七尾市 25
10/15（日） 第6回 one day concert 音さんぽ 小松市立博物館、本陣記念美術館、宮本三郎美術館ほか 小松市 26
10/15（日） いしかわ文化の日記念イベント 能美市根上総合文化会館 能美市 32
10/15（日） 第36回青少年ピアノコンクール 白山市松任学習センター 白山市 26
10/15（日） 企画展「からくり人形＆ロボット体験」 石川県産業展示館 3号館 金沢市 40
10/15（日） 伝統工芸実演（和傘） 金沢湯涌江戸村 金沢市 32
10/15（日） 畳縁の小物づくり 金沢湯涌江戸村 金沢市 40
10/15（日） 余喜ふれあい祭り 羽咋市立余喜小学校 羽咋市 32
10/15（日）・16（月） 0歳からの家族鑑賞会 ミュージアム・スタート 松任中川一政記念美術館 白山市 40
10/15（日）～21（土） 第53回白山市美川美術展 美川文化会館 白山市 21
10/15（日）～22（日） Qu展 加賀市美術館 加賀市 21
10/15（日）～11/5（日） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィーク 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 32
10/17（火） 辻口博啓シェフのスイーツパフォーマンス会 石川県立美術館 金沢市 32
10/17（火）～22（日） 第29回MOA美術館内灘町児童作品展 内灘町役場 内灘町 21
10/17（火）～29（日） 白山開山1300年記念事業「写真展 天と地と白山」 金沢21世紀美術館 金沢市 22
10/17（火）～3/25（日） 木村素衞―西田幾多郎に愛された教育哲学者― 石川県西田幾多郎記念哲学館 かほく市 22
10/18（水）  金沢ナイトミュージアム2017 開館記念夜間開館 鈴木大拙館 金沢市 44
10/18（水）  能登の歴史探訪講座② 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 26
10/18（水）　 オーケストラ・アンサンブル金沢 第394回定期公演フィルハーモニー・シリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 26
10/19（木） 実用筆ペン教室 加賀市美術館 加賀市 40
10/19（木）～22（日）         白山開山1300年記念 第11回白山市小・中学生書道展 市民工房うるわし 白山市 22
10/20（金） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第7回 石川県本多の森庁舎 金沢市 26
10/20（金）～23（月） 第31回能登陶芸展 フォーラム七尾 七尾市 22
10/20（金）・21（土）・27（金）・28（土）、11/2（木）～11/5（日） 金沢城公園・玉泉院丸庭園ライトアップ 金沢城公園 金沢市 44
10/20（金）～11/26（日） 日光社寺建造物の江戸期修理に用いられた漆箔彩色に関する調査報告展示会 金沢市立安江金箔工芸館 金沢市 22
10/20（金）～12/3（日） 庭園の紅葉と秋の名品展＆秋の俳句・短歌募集 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 23
10/21（土） 蒔絵体験しよう 無限庵 加賀市 40
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10/21（土） れきはくゼミナール 石川県立歴史博物館 金沢市 27
10/21（土） バスツアー｢夢二の歩いた金沢をめぐる｣ 金沢湯涌夢二館 金沢市 41
10/21（土） 歴史と伝統文化講演会 尾張町老舗交流館 金沢市 27
10/21（土） 観光客おもてなしスポット「ためしてみまっし」 町民文化館 金沢市 44
10/21（土） サケマルシェ 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 33
10/21（土）・22（日） MOA美術館白山市児童作品展 白山市民交流センター 白山市 23
10/21（土）・22（日） 茶道教室 石川県立能楽堂 別館（対青軒・犀庵） 金沢市 41
10/21（土）・22（日）  絵画と音楽の鑑賞日「モーツァルト！モーツァルト！」 本陣記念美術館 小松市 23
10/21（土）～11/3（金・祝） ののいちマナビィフェスタ2017 文化会館フォルテ、情報交流館カメリア、郷土資料館 野々市市 33
10/21（土）～11/26（日） 白山下山仏と加賀禅定道 白山市立博物館 白山市 23
10/22（日）  「伝承文芸講座」 第2回 金沢文芸館 金沢市 27
10/22（日） 歴史の道探訪 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/22（日） 講演会「漱石とゆかりの金沢人―知の友、心の友」 石川四高記念文化交流館 金沢市 27
10/22（日） 大正時代の鏡花の展望 泉鏡花記念館 金沢市 27
10/22（日） 第27回 工房祭 金沢卯辰山工芸工房 金沢市 33
10/22（日） 平成29年第73回北國俳句大会並びに第37回児童・生徒俳句大会 北國新聞交流ホール 金沢市 23
10/22（日）～11/12（日） 能美市総合文化祭 能美市根上総合文化会館 能美市 33
10/24（火） ふるさとふれあい能登校講座第7回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 28
10/24（火）・27（金）・11/1（水） 兼六園周辺文化の森 秋のミュージアムウィークコンサート 兼六園周辺の各文化施設 金沢市 28
10/27（金）～11/5（日） 第64回日本伝統工芸展金沢展 石川県立美術館 金沢市 24
10/28（土）  五木寛之文学散歩/2017 金沢文芸館 金沢市 41
10/28（土）  お抹茶クラッシック 無限庵 加賀市 28
10/28（土）  穂がち 石川県立白山ろく民俗資料館 白山市 41
10/28（土）  いしかわ伝統芸能体験教室発表会 石川県立能楽堂 本館 金沢市 28
10/28（土）  為末大氏講演会「禅とハードル」 石川県立歴史博物館 金沢市 28
10/28（土）  夏目漱石作『我輩は猫である』朗読会 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
10/28（土）・29（日） 秋の宵 ドウダンツツジのライトアップ 武家屋敷 寺島蔵人邸 金沢市 44
10/28（土）・29（日） 第14回かほく市生涯学習フェスティバル かほく市河北台健民体育館ほか かほく市 33
10/28（土）・29（日） 金沢ナイトミュージアム 特別夜間開館 前田土佐守家資料館、中村記念美術館、金沢文芸館ほか 金沢市 44
10/28（土）・11/25（土） 解説＋ふれて感じる鑑賞会 錦窯展示館 小松市 42
10/28（土）～11/12（日） 第13回七尾市民文化祭 七尾サンライフプラザほか 七尾市 34
10/28（土）～11/19（日） 第4回加賀市美術展 加賀市美術館 加賀市 24
10/28（土）～11/28（火） 伝統工芸創作人形展 金沢市立中村記念美術館 金沢市 24
10/28（土）～2/4（日） 魯山人と初代須田菁華展 石川県九谷焼美術館 加賀市 24
10/28（土）～4月中旬 能登島ガラスコレクション 新収蔵品展～ガラスのカタチ～ 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 24
10/29（日）  能楽堂探検ツアー 石川県立能楽堂 金沢市 42
10/31（火） 能楽堂スペシャル朗読会 石川県立能楽堂 金沢市 29
11/1（水） 学びの杜ののいち カレード オープニングセレモニー 学びの杜ののいち カレード 野々市市 34
11/1（水） ふるさとふれあい能登校講座第8回 石川県立生涯学習センター能登分室 輪島市 29
11/1（水）～7（火）   輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所合同作品展（金沢） 石川県政記念しいのき迎賓館 金沢市 25
11/1（水）～19（日） 俳句協会会員展 千代女の里俳句館 白山市 25
11/2（木） ふるさとモット学び塾 ふるさとふれあい講座 第8回 石川県本多の森庁舎 金沢市 29
11/2（木）・3（金・祝） マナビィフェアin本多の森2017 石川県本多の森庁舎 金沢市 34
11/2（木）・3（金・祝） 珠洲市文化祭 ラポルトすず、珠洲商工会議所、飯田わくわく広場 珠洲市 34
11/2（木）・3（金・祝） 第13回中能登町文化まつり ラピア鹿島、カルチャーセンター飛翔 中能登町 34
11/2（木）・3（金・祝） 宝達志水町文化祭 宝達志水町生涯学習センター「さくらドーム21」 宝達志水町 35
11/2（木）～12/10（日） 2017イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 石川県七尾美術館 七尾市 25
11/3（金・祝） 朗読会 徳田秋聲作『奔流』(抄) 石川四高記念文化交流館 金沢市 29
11/3（金・祝） 第3回ファミリーカレッジin本多の森 石川県本多の森庁舎 金沢市 35
11/3（金・祝） 古典の日記念事業「朗読『奥の細道』とチェンバロ演奏」 金沢文芸館 金沢市 30
11/3（金・祝） アマデウスLIVE ムービー・オン・クラシック 石川県立音楽堂コンサートホール 金沢市 30
11/3（金・祝）  大野俊三ジャズライブin九谷陶芸村 能美市立九谷焼美術館（浅倉五十吉美術館） 能美市 30
11/3（金・祝） 九谷焼上絵付入門講座 石川県立九谷焼技術者自立支援工房 能美市 42
11/3（金・祝） 穴水町文化祭お茶席 のとふれあい文化センター 穴水町 42
11/3（金・祝） 古代米試食 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 42
11/3（金・祝） 勾玉づくり 羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市 43
11/3（金・祝）・4（土） 羽咋市文化祭 羽咋体育館、コスモアイル羽咋、羽咋すこやかセンターほか 羽咋市 35
11/3（金・祝）・4（土） 穴水町文化祭 のとふれあい文化センター 穴水町 35
11/3（金・祝）～5（日） 第13回志賀町文化祭 志賀町文化ホール、志賀町富来活性化センター 志賀町 35
11/3（金・祝）～5（日） 輪島市民文化祭「あいの風」 輪島市文化会館、門前会館、門前東小学校体育館ほか 輪島市 36
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毎日 クイズラリー 加賀本多博物館 金沢市 36
毎日 繭細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 水引細工制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 36
毎日 組子コースター制作体験 石川県立伝統産業工芸館 金沢市 37
毎日 蓄音器の聴き比べ実演 金沢蓄音器館 金沢市 37
毎日 金沢五木寛之文庫 金沢文芸館 金沢市  8
毎日 落雁手作り体験 金沢菓子木型美術館 金沢市 37
毎日 大樋焼歴代とゆかりの人々展 大樋美術館 金沢市  8
毎日 粟ヶ崎遊園女優の再現衣装試着体験 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 37
毎日 型おこし体験 登窯展示館 小松市 37
毎日 日本自動車殿堂歴史車展 日本自動車博物館 小松市  9
毎日 ダイヤモンドダストの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 チンダル像の実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 氷のペンダントの実験 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 38
毎日 化石発掘体験 白山恐竜パーク白峰 白山市 38
毎日 御経塚遺跡で古代体験 野々市市ふるさと歴史館 野々市市 38
随時 蹴りロクロを用いた水挽成形体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 九谷五彩を用いた上絵付け体験 九谷焼窯跡展示館 加賀市 39
随時 手作り体験 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 39
毎週日曜日 自動再演ピアノの実演 金沢蓄音器館 金沢市 39
毎月第3土曜日 土曜日の研究室 加賀市鴨池観察館 加賀市 39
2016/3/28（月）～2018/2/28（水） こしのくに国府スタンプラリー 能登国分寺展示館 七尾市 43
7/1（土）～11/5（日） 女流評伝―おうごんの針をもて文をつくる人々の傳記― 室生犀星記念館 金沢市  9
7/4（火）～10/31（火） 呉竹で白山を知る 呉竹文庫 白山市  9
7/6（木）～10/24（火） 魯山人―コレクション展― 魯山人寓居跡いろは草庵 加賀市  9
7/8（土）～11/26（日） 第23回企画展「冬虫夏草展―昆虫と菌類の不思議な世界―」 石川県立自然史資料館 金沢市  9
7/15（土）～10/22（日） 小濱神社～悠久の歴史を回顧する～ 内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」 内灘町 10
7/15（土）～10/22（日）  BODY/DRESS 石川県能登島ガラス美術館 七尾市 10
7/20（木）～10/23（月） 雪氷写真展「WHITE ICE」 中谷宇吉郎 雪の科学館 加賀市 10
7/21（金）～10/29（日） 金沢ナイトミュージアム2017 夏秋編・金沢マラソン編 金沢蓄音器館、金沢ふるさと偉人館、金沢くらしの博物館ほか 金沢市 43
7/22（土）～11/7（火） 鉱物と化石 石川県立尾小屋鉱山資料館 小松市 10
7/22（土）～1/8（月） コレクション展2 死なない命 金沢21世紀美術館 金沢市 10
7/29（土）～10/22（日） 工芸セレクションⅠ お茶碗と棗 金沢市立中村記念美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/5（日） 日々の生活―気づきのしるし― 金沢21世紀美術館 金沢市 11
8/5（土）～11/26（日） 写真で見る戦後の金沢 金沢くらしの博物館 金沢市 11
8/26（土）～10/22（日） 白山の俳句と写真展 千代女の里俳句館 白山市 11
8/30（水）～11/26（日） 八十山雅子・和代 秋展 八十山雅子・和代美術館 小松市 11
9/2（土）～11/5（日） 豪商 銭屋五兵衛と加賀の茶の湯 石川県銭屋五兵衛記念館 金沢市 12
9/2（土）～11/26（日） 中川一政の薔薇―ムーヴマンを描く― 松任中川一政記念美術館 白山市 12
9/3（日）～10/22（日） 奥能登国際芸術祭2017 珠洲市全域 珠洲市 30
9/8（金）～10/22（日） 加賀市美術館名品展 加賀市美術館 加賀市 12
9/9（土）～11/6（月） 没後50年記念 竹園自耕―蒔絵と図案― 石川県輪島漆芸美術館 輪島市 12
9/10（日）～12/17（日） 2017ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭 石川県立音楽堂、金沢歌劇座、北國新聞赤羽ホールほか 金沢市 31
9/12（火）～11/12（日） 世界を魅了した九谷磁器（ジャパンクタニ） 能美市九谷焼資料館 能美市 12
9/13（水）～10/30（月） 加賀藩の藩校資料 石川県立図書館 金沢市 13
9/16（土）～11/5（日） 秋季特別展「禅の心とかたち―總持寺の至宝―」 石川県立歴史博物館 金沢市 13
9/16（土）～11/12（日） 芳春院まつの書状Ⅱ期 前田土佐守家資料館 金沢市 13
9/16（土）～11/26（日）  企画展「漱石と石川ゆかりの作家たち」 石川四高記念文化交流館 金沢市 13
9/16（土）～12/10（日）  絵画と詩文―東山魁夷を中心に― 本陣記念美術館 小松市 13
9/22（金）～1/14（日） 「加賀八家」の実像 加賀本多博物館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/15（日） 第7回九谷焼伝統工芸士会作品展 石川県九谷焼美術館 加賀市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 燦めきの日本画―石崎光瑤と京都の画家たち― 石川県立美術館 金沢市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 能州ガ生ミシ名畫 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～10/22（日） 所蔵品にみる いしかわの工芸 石川県七尾美術館 七尾市 14
9/23（土・祝）～12/3（日） Komatsu Biennale2017 第4回宮本三郎記念デッサン大賞展[明日の表現を拓く] 宮本三郎美術館 小松市 15
9/23（土・祝）～12/3（日） 宮本三郎の絵画世界 宮本三郎ふるさと館 小松市 15
9/23（土・祝）～12/3（日） 生誕110年二代德田八十吉展 錦窯展示館 小松市 15
9/28（木）～11/27（月） 御所と前田家展 歴史博物館重要文化財 成巽閣 金沢市 15

内表 2（P3） 内表 2対向（P4） 内表 3対向（P85） 内表 3（P86）

1．「いしかわ文化の日」「いしかわ文化推進期間」をご存知でしたか。

知っていた　　　　・　　　　知らなかった

2．スタンプラリーはどうでしたか

　　①とても良かった　　②良かった　　③普通　　④良くなかった

　　→よろしければその理由をお聞かせください。

　　→�めぐった文化施設の中で、お気に入りの施設があればご記入ください。

3．スタンプラリーの記念品の満足度をお聞かせください。

　　①満足　　②普通　　③不満

　　→�どんな記念品があるといいと思いますか。よろしければご記入く
ださい。

4．その他、ご意見・ご感想などがありましたら、ご自由にご記入
ください。

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎝

⎛
⎜
⎜
⎝ ⎛

⎜
⎜
⎝

年　　　齢 10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60歳以上

性　　　別 男　・　女

お 住 ま い 県内（　　　　　　市・町）　・　県外（　　　　　都道府県）

文化施設を
訪れる頻度 年に1～2回　・　月に1～2回　・　週に1～2回

いしかわの文化施設スタンプラリーにご参加いただき、ありがとう
ございます。今後の参考のため、以下のアンケートにご協力をお願
いいたします。
※�該当する選択肢に○を付けてください。また、自由記述欄にご記入ください。

ご協力ありがとうございました

�　86�　85
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1
7
年
10
月
15
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日
）〜
11
月
3
日（
金・祝
）

子どもから大人まで楽しめる文化イベントが盛りだくさん！

今年度の「いしかわ文化の日」「いしかわ文化推進期間」
には、県内全域で様々な文化イベントが開催されます。本
手帖では、皆様がより多くのいしかわの文化に触れられ
るよう、178の文化イベント情報を紹介しています。この機

県内178の文化イベント情報を掲載

いしかわイベント手帖

ロゴマーク

178の文化イベントは、
このロゴマークが目印！

手帖の見方

施設情報を
知りたい方

イベント情報を
知りたい方

会に、文化イベントに参加する
など、石川ならではの贅沢な
過ごし方を考えてみてはいか
がでしょうか。

※178の文化イベントは、「いしかわ文化
推進期間」に実施される県・市町の主催
事業、県・市町の後援名義承認事業
（2017年7月31日現在）を協賛事業とし
て位置付け掲載しています。

※掲載情報に関するお問い合わせは、イ
ベントガイド内の「問合せ」先までご連絡
ください。また、掲載内容は予告なく変更
する場合がありますのでご了承ください。

例

キ
リ
ト
リ
線

 月　　 日

4
 月　　 日

8
 月　　 日

12
 月　　 日

1
 月　　 日

9
 月　　 日

13
 月　　 日

2
 月　　 日

6
 月　　 日

14
 月　　 日

3
 月　　 日

7
 月　　 日

11
 月　　 日

施設
達成15

 月　　 日

10　  15

いしかわの文化施設
スタンプラリー

いしかわの文化施設
スタンプカード

5
 月　　 日

施設
達成

施設
達成10

 月　　 日

記念品引換チェック欄

スタンプ押印期間：10月15日（日）～11月3日（金・祝）
記念品の交換期間：11月30日（木）まで
※裏面のアンケートの記入にご協力ください。

2017

表 3（P87） 表 4（P88） 表 1（P1） 表 2（P2）
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