
＜資 料 提 供＞ 

平成３０年１２月２１日 

 

「兼六園周辺文化の森 冬のミュージアムウィーク」の開催について 

 

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会では、「芽吹きを迎える文化の森」をテーマ

に冬のミュージアムウィークを開催します。期間中には、様々な文化に親しむことができる展示

や、講演会、ワークショップなど、各文化施設が連携して多彩な企画を展開します。 

 

１ 期 間 

平成３１年１月２６日（土）～２月３日（日） 

 

２ 主なイベント 

  ①特別講演＆書道パフォーマンス「書く力 ～言葉の力～」  

書道家の武田双雲氏が、「言葉」とそれを文字にして「書く」ということについ

て、書道パフォーマンスとともに講演 

日時場所 1月 27日(日) 14:00～15:30 石川県立美術館 

    講  師 武田 双雲 氏（書道家） 

料  金 無料 

 

  ②食談義「加賀の食文化と伝統工芸」 

老舗料亭から講師をお招きし、藩政期から受け継がれてきた料理を、伝統工芸の

器とともに解説つきで味わう食談義 

日時場所 2月 2日(土) 11:30～13:00 石川県立美術館 

講  師 大友 佐俊 氏（料亭大友楼 主人） 

料  金 2,700円（食事代含む） 

 

  ③工芸文化の歴史講座「加賀前田家と九谷焼」 

     石川県が誇る伝統工芸について、歴史的な側面から学ぶことができる講座 

日時場所 2月 3日(日)  13：30～15：00 石川県立歴史博物館 

講  師 中矢 進一 氏（能美市九谷焼資料館長） 

料  金 無料 

 

※その他のイベントにつきましては、添付のリーフレットをご参照願います。 

 

＜主催＞兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（事務局：県文化振興課） 
 
 

 

（事務担当） 

県民文化スポーツ部文化振興課 

担当：乾、高川 

TEL:076-225-1371（内線 3851） 
 



駐車場の台数が非常に限られています。なるべく公共交通機関を利用してお越し下さい。

石川ならではの食文化の魅力に迫るほか、
様々な文化に親しむことが出来る展示やイベントが満載です。
兼六園周辺文化の森に是非お出かけください。

石川ならではの食文化の魅力に迫るほか、
様々な文化に親しむことが出来る展示やイベントが満載です。
兼六園周辺文化の森に是非お出かけください。

兼六園周辺文化の森

～芽吹きを迎える文化の森～

冬のの

2019 Winter Museum Week

兼六園周辺文化の森

冬のの

2019 Winter Museum Week

1.26［土］ 2.3［日］
2019

金沢城・兼六園四季物語 冬の段

17：3０～21：0０
（入園は20：45まで）

2.1［金］～19［火］
入園無料

雪吊りの美しい金沢城公園・
玉泉院丸庭園・兼六園を
ライトアップします。

雪吊りの美しい金沢城公園・
玉泉院丸庭園・兼六園を
ライトアップします。

ミニコンサート

金沢城公園・兼六園

お問合せ
TEL 076-225-1371

（石川県文化振興課内）
（平日9：00～17：00） 兼六園周辺文化の森 検索

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 お問合せ （石川県文化振興課内）
TEL 076-225-1371 後援： （公社）石川県観光連盟
兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会

（平日9：00～17：00）

1.27［日］

2.2［土］
「加賀の食文化と伝統工芸」食談義

「書く力～言葉の力～」
特別講演＆書道パフォーマンス

申込：往復はがき（詳細は下記参照）

申込：往復はがき（詳細は下記参照）

料金：2,700円（食事代含む）

往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・人数を記載して、下記まで（はがき1通につき2人まで応募可）※応募者多数の場合は抽選
〒920-8580（住所不要）石川県文化振興課
「特別講演＆書道パフォーマンス」係（締切：1/11［金］必着）または「食談義」係（締切：1/18［金］必着）

講師：大友 佐俊氏（料亭大友楼 主人）

講師：武田 双雲氏（書道家）

14：00 ～ 15：30頃（開場13：30）
定員：200名

会場：石川県立美術館 ホール

11：30～13：00
定員：30名

会場：石川県立美術館 講義室

要申込・無料

会場：金沢城公園玉泉院丸庭園

冬の夜のマジカルセッション“出逢い”
プログレッシブロックライトアップ

①17：30～ ②18：30～ 
③19：30～ ④20：30～

2.1［金］ 2［土］ 8［金］ ～10［日］ 15［金］ 16［土］

入園無料

玉泉院丸庭園の
ライトアップを
松任谷由実氏らが
選曲する
BGMで演出。

玉泉院丸庭園の
ライトアップを
松任谷由実氏らが
選曲する
BGMで演出。

お問合せ：（株）ケィ・シィ・エス 電話（076-262-2611）

【主催】石川県／（公社）石川県観光連盟

※1回20分程度

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム 要申込

（石川県観光企画課）
TEL 076-225-1542

（石川県観光企画課）

三味線演奏：一川 明宏氏　
場所：兼六園内霞ヶ池

Special
スペシャル

Special
スペシャル

相手に自分の気持ちを
伝えるための「言葉」と、
それを文字にして「書く」ということ。 
その可能性や力について、
書道パフォーマンスとともに
お話いただきます。

老舗料亭から講師をお招きし、
藩政期から受け継がれてきた料理を、
伝統工芸の器とともに解説つきで味わいます。

申
込

2.2［土］ ①18：15～ ②20：00～

その他の主な展覧会・展示

1.19［土］～3.31［日］
第247回企画展示
「文学賞・出版文化賞受賞作品展」県立図書館

2.2［土］～2.24［日］子ども作品展「第14回名前－文字展【前期】」金沢ふるさと偉人館

2.1［金］～4.21［日］企画展「寮長報告」鈴木大拙館

2018.12.1［土］～2.17［日］企画展「あこがれの電化製品」金沢くらしの博物館
2.3［日］～4.21［日］前田土佐守家資料館 企画展

「加賀藩上級武士の収入のしくみと出費 ｰお金が要る！ー」

県立美術館 1.4［金］～2.11［月・祝］
〈コレクション展〉
「新春優品選」「現代日本の書家たち」

2.2［土］～3.17［日］県立歴史博物館 「れきはくコレクション2018」

県立伝統産業工芸館 2018.12.9［日］～2.4［月］
2018.12.14［金］～2.4［月］

企画展「MATERIAL×ART ｰ工芸×アートｰ」
企画展「北欧と北陸と工芸と」

※各イベントは、都合により変更・中止になる場合がありますので、ご了承ください。

中村記念美術館 企画展「キラキラ☆うるしワールド」 2.9［土］～4.14［日］

金沢能楽美術館
企画展
「能楽吉祥図案 ｰ鶴・亀・松・竹ｰ」 2018.12.1［土］～4.14［日］

金沢21世紀美術館

2018.7.7［土］～3.24［日］
2018.9.8［土］～3.3［日］

2018.10.6［土］～3.24［日］
2018.11.3［土・祝］～5.6［月・振］

小中学生対象。兼六園周辺文化の森を中心に実施される、石川ならではの
多彩な文化体験メニューに参加しながら、スタンプを集めるスタンプラリーです。
スタンプ数に応じて「出世」し、クイズに正解すると
豪華記念品をプレゼント! 目指せ「いしかわ文化将軍」!!3.31日平成31年

4.1日平成30年 ～～
御朱印帳（スタンプラリー台帳）は対象各施設にあります。

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 2018～

イベントスケジュール

2. 1［金］

1.26［土］

27［日］

2［土］

3［日］

（写真提供:金沢市）

「lab.3 DeathLAB：死を民主化せよ」
東アジア文化都市2018金沢 コア事業連携企画

「邱志杰 書くことに生きる」
「アペルト09 西村有paragraph」
〈コレクション展〉
「アジアの風景／粟津潔、マクリヒロゲル5」

チウ・ジー ジエ

※2.18［月］～2.22［金］休館

治部煮

鯛の
唐蒸し

※当日は松花堂弁当をお召し上がりいただけます。

（ ）
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高光一也「秋」
（石川県立工業高等学校蔵）

※展示室観覧料が必要
　（高校生以下無料、参加者は
　団体料金に割引されます）

展示室で「スケッチGO!」
受付10：00～11：30
（所要時間30～40分）

TEL 076-231-7580石川県立美術館 TEL 076-262-5464石川四高記念文化交流館（石川近代文学館）

磁気式お絵かきボードを使って、
常設展・企画展のお気に入り
作品をスケッチしてみよう！

磁気式お絵かきボードを使って、
常設展・企画展のお気に入り
作品をスケッチしてみよう！

料金：一般600円、大学生500円、
　　  高校生以下無料

石川県立美術館開館35周年
「石川近代
  美術の100年」

展示展示

1.4［金］ ～ 2.4［月］

1.26［土］ ～ 2.3［日］

明治以降に活躍した石川ゆかりの作家
を代表作でご覧いただく、石川近代美
術展の決定版というべき展覧会です。

明治以降に活躍した石川ゆかりの作家
を代表作でご覧いただく、石川近代美
術展の決定版というべき展覧会です。

申込不要・無料

2.2［土］

講師：本康 宏史氏（金沢星稜大学教授）

「明治維新と金沢の美術工芸」
申込不要・無料

講演会

明治維新後、金沢を中心とした石川の美
術工芸が、どの様に進展して分化して
いったかを、詳しく語っていただきます。

明治維新後、金沢を中心とした石川の美
術工芸が、どの様に進展して分化して
いったかを、詳しく語っていただきます。

1.27［日］   2.3［日］
学芸員によるギャラリートーク
11：00～12：00 ※展示室観覧料が必要　※企画展期間中毎週日曜実施

TEL 076-261-0500加賀本多博物館

コレクション展示「願う文様」 ギャラリートーク
14：00～14：3012.7［金］～3.4［月］ 1.26［土］

本多家15代当主でもある
館長による展示品解説です。
本多家15代当主でもある
館長による展示品解説です。

宝尽くし文様風呂敷（部分）

※木曜日休館 申込不要

TEL 076-264-2598石川県立能楽堂

2.1［金］
舞台見学の他、能楽師の案内による
能面や舞台体験、狂言体験ができます。
舞台見学の他、能楽師の案内による
能面や舞台体験、狂言体験ができます。

対象：小学生～大人
申込：電話もしくはメール（noh@pref.ishikawa.lg.jp）

14：00～15：00
定員：20名（先着順）

能楽堂
探検ツアー

13：30～15：30頃
（開場12：30）
定員：400名

1.27［日］

要申込・無料

入場料：3,000円（高校生以下無料）
チケット取扱い：県立能楽堂、県立音楽堂チケットボックス（076-232-8632）、
　　　　　　　香林坊大和プレイガイド（076-220-1332）、e＋（イープラス）http：//eplus.jp

いずれも14：30～16：30頃（開場14：00）　　定員：400名

冬の「観能の夕べ」

「和泉流」「大蔵流」が
石川の地にて豪華競演！

いく     た    あつ    もり うたあらそい

能「生田敦盛」、狂言「歌争」
2.2［土］

1.26［土］

とう   ぼく ひ      　     さけ

能「東北」、狂言「樋の酒」

要申込・無料能楽体験
1.27［日］  2.2［土］
13：00～13：40頃
（受付12：30～）
定員：各20名（先着順）

対象：当日の鑑賞者
申込：電話もしくはメール
      （noh@pref.ishikawa.lg.jp）

入場料：前売1,000円、当日1,200円（高校生以下無料）
チケット取扱い：県立能楽堂、金沢能楽美術館（076-220-2790）、
　　　　　　　県立音楽堂チケットボックス（076-232-8632）、
　　　　　　　香林坊大和プレイガイド（076-220-1332）、
　　　　　　　e＋（イープラス）http：//eplus.jp

十二ひとえの
試着体験ができます。
十二ひとえの
試着体験ができます。

要申込

TEL 076-262-3236石川県立歴史博物館

講師：徳山 康彦氏
　　 （越山甘清堂 代表取締役社長）

対象：小学生以上（大人の方も参加できます）
参加費：500円

金沢の桃の節句に供える和菓子
「金花糖」の色付け体験ができます。
金沢の桃の節句に供える和菓子
「金花糖」の色付け体験ができます。

申込不要・無料

13：30～15：00
定員：20名

9：30～16：00　　対象：小学校高学年以上

1.27［日］
ワークショップ

館長講演会

2.2［土］～3.24［日］
期間中の土日祝日のみ

十二ひとえを着てみよう

豊臣政権下における
前田利家の地位と
居所について
お話しします。

「豊臣政権下の
 前田利家」

藤井 讓治氏

申込不要・無料

講師：藤井 讓治氏
      （県立歴史博物館長）

13：30～15：00
定員：80名（当日先着順）

2.2［土］ 「金花糖の色付け体験」
きん        か         とう

石川県が誇る伝統工芸について、
歴史的な側面から学ぶことができる講座です。
石川県が誇る伝統工芸について、
歴史的な側面から学ぶことができる講座です。

講師：中矢 進一氏
　　 （能美市九谷焼資料館長）

「加賀前田家と
 九谷焼」

申込不要・無料

13：30～15：00
定員：80名
（当日先着順）

2.3［日］
工芸文化の歴史講座

中矢 進一氏

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

申込：往復はがきにイベント名・住所・氏名・年齢・
　　 電話番号を記載、もしくは、石川県立歴史博物館ＨＰ
　　 「イベント申し込みフォーム」より
　　 （はがき1通につき1名応募可）
　　 〒920-0963 金沢市出羽町3-1
　　 石川県立歴史博物館「金花糖の色付け体験」係 締切：1/21［月］必着

※応募多数の場合は抽選

展示展示

展示展示

1.12［土］～3.24［日］ 朗読：西川 章久氏（フリーアナウンサー）
「天才と狂人の間」 （杉森久英・作）

14：００～15：００
2.3［日］

朗読：井口 時次郎氏（劇団ドリームチョップ）
「母」（加能作次郎・作）

14：００～15：００
1.27［日］
朗読会 申込不要・無料

「寒糊炊き」展示展示 入場無料

文化財の修復作業に欠かせない「寒糊炊き」。
大寒の時期に行う恒例行事の様子を、映像と実際の糊の展示により紹介します。
文化財の修復作業に欠かせない「寒糊炊き」。
大寒の時期に行う恒例行事の様子を、映像と実際の糊の展示により紹介します。 1.20［日］

※自由に見学、体験できます。

公開公開「寒糊炊き」
かん　    のり        た

申込不要

申込不要

10：00～16：00
毎年恒例の
糊炊きを開催。

TEL 076-221-8810石川県文化財保存修復工房・石川県立美術館広坂別館

「五十歳だった
  －石川ゆかりの作家、
     五十歳の一年間－」

料金：一般360円、大学生290円、 高校生以下無料

料金：一般400円、大学生300円、
　　 高校生以下無料

袱紗や風呂敷をはじめとした加賀本多家伝来の調度品を彩る、
幸福を願う文様の世界をご覧ください。

13：3０～15：0０　　定員：親子100組（抽選）2.2［土］

TEL 076-223-9572
石川県立生涯学習センター
（石川県本多の森庁舎）

要申込・無料

※1月11日[金]締切 エリック・ジェイコブセン氏

「Let’s sing and dance with Eric!
 ～エリックと歌って踊ろう！～」

本多の森映画会「ゆらり」
14：00～16：00　　定員：60名（先着順）

監督：横尾 初喜
出演：岡野 真也、内山 理名2.2［土］

要申込・無料

HP（http：//pref.ishikawa.lg.jp/syakyo-c）の参加申込
フォーム（外部リンク）に必要事項を入力

申込：
対象：小学生とその保護者

申込：電話（076-223-9574）またはFAX（076-223-9004）

対象：小学生以上
申込：電話（5人以上の場合は3日前までに要予約）
費用：水引ぽち袋・まゆ細工400円
　　 組子のコースター 1,000円
　　 動物のカスタネット600円

要申込水引ぽち袋・まゆ細工・
組子のコースター・
動物カスタネット作り体験

石川の伝統工芸を気軽に
体験できます。
石川の伝統工芸を気軽に
体験できます。
（所要時間20～30分）（所要時間20～30分）

9：00～11：00、13：30～16：00
（最終受付16：00）

期間中毎日

TEL 076-262-2020石川県立伝統産業工芸館

※期間外も毎日開催

「寒糊炊き」を中心に、糊・黴に関して、実物や映像を用いて解説します。
1.26［土］修復技術者による展示解説

申込不要

①10：30～11：00
②14：00～14：30

講師：エリック・ジェイコブセン氏（ミュージシャン）

写真提供：（公社）金沢能楽会

観能の夕べをより楽しむため、
開演前に演目に関する体験ができます。
観能の夕べをより楽しむため、
開演前に演目に関する体験ができます。

野村 萬氏（人間国宝）

異流競演

狂言の会 和泉流 ×
大蔵流
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出演：野村 萬氏（人間国宝）、野村 万蔵氏、
     善竹 隆司氏、善竹 隆平氏

対象：小学生～大人

文学館の五十周年を記念し、
県ゆかりの作家たち、五十歳の頃の
　　　　　　　一年間を追います。

1.26［土］
13：30～15：00
定員：200名（先着順）
会場：美術館ホール

ファミリー・カレッジ in 本多の森第5回
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