
平成２６年度「いしかわ教育ウィーク」における取組
１　石川県の取組（38事業）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）

文教会館所蔵　小学校教科書のあゆみ展
　　　～明治から平成、学びの原点～

11月1日(土)～
7日(金)

古代の文房具づくり
11月1日(土)～
９日(日)

石川県文教会館 教員志望の学生を対象とした
いろいろな教育体験
若手教員とのランチミーティング

子どもたちの健やかな心を育む集い in　南加賀 １１月２日（日） 小松市第一地区コミュニ
ティセンター

地域の教育課題について､学校､家庭､地域
社会の関係者による実践報告等を実施
(実践報告､講演)

いしかわ師範塾
076-298-1504

（いしかわ師範塾）

子どもたちの生きる力を育む金沢地区フォーラム １１月1日（土） 石川県文教会館 地域の教育課題について､学校､家庭､地域
社会の関係者による実践事例発表等を実施
(基調講演及び実践事例発表)

石川県金沢教育事務所
076-245-6776

（県金沢教育事務所）

石川の若手教員と語ろう！ １１月1日（土）

石川県小松教育事務所
0761-23-1710

（県小松教育事務所）

豊かな心を育むタウンミーティング in 羽咋 １１月２日（日） コスモアイル羽咋 地域の教育課題について､学校､家庭､地域
社会の関係者による意見交換会等を実施
(実践事例発表､講演、意見交換会)

石川県中能登教育事務
所
0767-52-2000（県中能登教育事務所）

奥能登行政センター 地域の教育課題について､学校､家庭､地域
社会の関係者による意見交換会等を実施
(実践事例発表､講演、意見交換会)

石川県奥能登教育事務
所
0768-26-2340（県奥能登教育事務所）

石川県教育委員会
文化財課
076-225-1841

（日本伝統工芸展金沢展実行委員会）

石川県立美術館 重要無形文化財保持者(人間国宝)等の作品
展示･解説､記念講演のほか､こども染織教
室､人間国宝の学校招待講座などの伝統工
芸こども鑑賞コースを実施

心豊かでたくましい能登っ子を育む集い １１月２日（日）

石川県文教会館 明治期から現代にかけての小学校の教科書
を時代別に展示。
各時代の子どもたちの息づかいが残る貴重
な教育財産をご覧ください。

石川県文教会館
076-262-7311

（(公財)石川県文教会館）

第61回日本伝統工芸展金沢展
10月31日(金)～
11月9日(日)

石川県埋蔵文化財セン
ター

木簡づくり：木の板を削り墨と筆を使って文
字を書く体験(当日持ち帰り可能)
陶硯づくり：粘土で硯をつくる体験(復元古窯
で焼き上げたのちに返却 )

石川県埋蔵文化財セン
ター
076-229-4477

（県教育委員会、(公財)石川県埋蔵文化財センター）

いしかわ教育功労者表彰 11月4日(火) 県庁　特別会議室 教育行政功労者、社会教育功労者、
生涯スポーツ功労者・優良団体、
及び優秀教員の表彰式

石川県教育委員会
庶務課
076-225-1811（教育委員会庶務課）



実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）

消費生活キッズ教室

（　いしかわ子ども交流センター小松館
共催：石川県消費生活支援センター　）

１１月３日（月・祝） いしかわ子ども交流セン
ター小松館

廃油を使ったエコキャンドル作り いしかわ子ども交流セ
ンター小松館
０７６１－４３－１０７５

第１７回石川県産業教育フェア
10月31日（金）～
11月1日（土）

近江町いちば館広場及び
周辺施設

本県の産業教育(農･工･商･水･看･福)を担う
高等学校の取組を広く県民に周知するととも
に、中学生に進路選択のための判断材料を
提供して､産業教育の一層の充実を図る。
　＜発表、展示、販売、体験コーナー等＞

石川県教育委員会
学校指導課
076-225-1828

（県教育委員会、県産業教育フェア実行委員会）

マナビィフェアｉｎ本多の森
10月31日(金)～
11月1日(土)

石川県立生涯学習セン
ター

生涯学習に関する県民の理解を深め､生涯
学び続ける気運を高めることを目的として､
あすなろ悠々塾､ふるさとふれあい講座、本
多の森映画会､県民大学校実施機関作品展
示、県民企画展示等を実施

石川県立生涯学習セン
ター
076-223-9572
076-223-9573

（石川県立生涯学習センター）

心の教育推進大会

11月3日（月･祝）
13:30～15:00

プレイベントは、12:30
～13:10

石川県地場産業振興セン
ター新館コンベンション
ホール

･プレイベント
　手作りおもちゃ教室
･大会
　心の教育推進感謝状贈呈
　｢親子の手紙｣表彰と朗読
　講演「心でつながろう！学校・家庭・地域」
　　　講師：山本シュウ（ラジオDJ）

石川県教育委員会
生涯学習課
076-225-1839

（心の教育推進協議会）

教育史セミナー
11月6日（木）
14:30～16:00

石川県文教会館 岩田廣美氏（前社会福祉法人「富明会」理事
長、元授産施設「けやき野苑」施設長、元石
川県明和養護学校長）による講演
「特別支援教育の心」
（無料）

石川県文教会館
076-262-7311

（（公財）石川県文教会館）

石川県図書館大会
11月5日（水） ラピア鹿島 記念講演､部会討議､各種表彰等(公共図書

館功労者表彰､公共図書館永年勤続職員表
彰､｢いしかわ読書推進賞｣表彰､石川県書店
商業組合読書推進賞表彰､｢まごころ文庫｣
目録贈呈)

石川県立図書館
076-223-9581

（石川県立図書館）

県有体育施設の無料開放
11月7日（金） 県有体育施設

（スポーツ健康課所管施
設）

毎月７日は｢健康の日｣として無料開放してお
り､いしかわ教育ウィーク最終日として無料開
放を実施

石川県教育委員会
スポーツ健康課
076-225-1851

（県教育委員会）



実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）
秋を作ろう １１月３日（月・祝） いしかわ子ども交流セン

ター七尾館
木の実などの自然物を使ってオブジェ作
り

いしかわ子ども交流セ
ンター七尾館
０７６７－５３－３３９６（　いしかわ子ども交流センター七尾館　）

特別陳列 －いのちの花－　稲元実 展 自10月31日(金)
至11月24日(月・休)

石川県立美術館
(第4展示室)

七尾市出身の日本画家、故、稲元実氏
の回顧展です。抜群の描写力で描かれ
た、作家の愛した自然と家族の肖像画
を紹介。

石川県立美術館
076-231-7580（石川県立美術館）

石川県の名宝 自10月31日(金)
至11月24日(月・休)

石川県立美術館
(第2展示室)

11月第1週の｢文化財保護強化週間｣に
合わせた展示。国宝｢剣 吉光｣など県内
の指定文化財を展示。

石川県立美術館
076-231-7580（石川県立美術館）

名物裂と調度 自10月31日(金)
至11月24日(月・休)

石川県立美術館
(前田育徳会尊經閣文
庫分館)

加賀藩前田家に伝わる舶載名物裂を紹
介、また前田家伝来の各種調度類も展
示。

石川県立美術館
076-231-7580（石川県立美術館）

石川の工芸(後編) 自10月31日(金)
至11月24日(月・休)

石川県立美術館
(第5展示室)

｢工芸王国｣と称される、石川県の近現
代工芸作家の多彩案ジャンルに及ぶ各
種作品を展示。

石川県立美術館
076-231-7580（石川県立美術館）

石川の作家たち 自10月31日(金)
至11月24日(月・休)

石川県立美術館
(第3・6展示室)

石川県に係る作家の近現代美術の、日
本画・洋画・彫刻ジャンルの優品と特徴
的な作品を展示。

石川県立美術館
076-231-7580（石川県立美術館）

第61回日本伝統工芸展金沢展 自10月31日(金)
至11月9日(日)

石川県立美術館
(企画展示室 7～9展示
室)

重要無形文化財保持者(人間国宝)など
の作品展示・解説、記念講演のほか、
ワークショップを実施。

文化財課

 （日本伝統工芸展金沢展実行委員会）

企画展「闘う男の文学展」（仮題） 自9月20日（土）
至12月14日（日）

（石川四高記念文化交
流館内）石川近代文学
館　2階　企画展示室1・
2・3

藩政時代以前から、現代に至るまでの
石川ゆかりの英雄（ヒーロー）像を近現
代作品から追う。原稿や初版本などの
文学関連資料はもちろんのこと、歴史的
な資料も可能な限り、小説とコラボレー
ションする形で展示。

（公財）石川近代文学
館（石川四高記念文
化交流館内）　076－
262－5464

（石川近代文学館）

秋季企画展
「出作りにおける野生動植物の利用」

自10月11日（土）
至11月30日（日）

石川県立白山ろく民俗
資料館（旧杉原家）

白山ろくの出作りで衣食住に利用されて
きた、野生の動植物を写真等で紹介。

石川県立白山ろく民
俗資料館
076-259-2665（石川県立白山ろく民俗資料館）



実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）

自11月１日（土）
至11月２日（日）

からくり記念館
子ども体験棟

埼玉県在住　からくり師　半屋春光　氏
による　　からくり人形の解説や実演

大野からくり記念館
076-266-1311

石川県銭屋五兵衛
記念館
（０７６－２６７－７７４４）

秋の体験イベント「報恩講料理」 11月6日（木） 石川県立白山ろく民俗
資料館（旧杉原家）

山の幸にあふれた白山ろくの精進料理
の試食体験。（報恩講とは、浄土真宗を
開いた親鸞聖人への謝恩行事のこと）

石川県立白山ろく民
俗資料館
076-259-2665

（石川県立白山ろく民俗資料館）

企画展「江戸からくりの展示実演
　　　　　　　　～　からくり人形技くらべ　～　」

（公益財団法人大野からくり記念館）

「髙﨑高嗣 洋画展」～静謐な時の流れに～
自11月１日（土）
至12月27日（土）

石川県銭屋五兵衛記念館 志賀町西海風無在住の髙﨑高嗣氏は、
2006年一水会会員の最高賞「一水会優
賞」を受賞するなど、現在若手を代表す
る洋画家として活躍中です。氏が得意と
する美人画はモデルに地元の女性を起
用し、着せる服はすべてご自分が調達し
たローラアシュレイ製（英国）というこだ
わりは、繊細緻密かつ優美な画風から
も伺えます。美人画のほかに風景画等
大作から小品まで多数展示します。（一
部一水会HPより）

（公益財団法人銭五顕彰会）

河端徳二特別展「米寿を迎えて ミニ盆栽と俳
句」

自11月１日（土）
至11月30日（日）

石川県銭屋五兵衛記念館 金石出身の河端徳二氏には、開館の翌
年から17年もの長きにわたり、毎年春秋
の銭五茶会に合わせミニ盆栽を出展し
て頂いておりましたが、今年米寿を迎え
られたことを記念し、集大成特別展とし
てこれまで詠まれた数々の俳句とミニ盆
栽の連携展示を試みます。

石川県銭屋五兵衛
記念館
（０７６－２６７－７７４
４）

（公益財団法人銭五顕彰会 )

県政学習バス(個人)中能登地区 11月1日(土) 金沢市立安江金箔工芸
館、金沢城公園、兼六
園

県や市町等の施設見学を通し、県政に
対する理解を深める。

石川県県民文化局男
女共同参画課
076-225-1378

（石川県男女共同参画課）

県政学習バス(個人)加賀地区 11月5日(水) 能登空港、輪島漆芸美
術館、輪島漆芸技術研
修所

県や市町等の施設見学を通し、県政に
対する理解を深める。

石川県県民文化局男
女共同参画課
076-225-1378

（石川県男女共同参画課　）



実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）

九谷焼上絵付入門講座 11月1日(土） 石川県立九谷焼技術者
自立支援工房

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

石川県立九谷焼技術
研修所
０７６１－５７－３３４０

（石川県立九谷焼技術研修所）

竹、鉄と出会う
9月2日(火)～11月3
日(月)

石川県立伝統産業工芸
館

石川の竹工芸と鉄細工の新しい組み合
わせを紹介する

石川県立伝統産業工
芸館
076-262-2020

（石川県立伝統産業工芸館）

国際漆展　コレクション展（仮題）
10月1日(水)～11月
25日（火)

石川県立伝統産業工芸
館

国際漆展コラボ企画 石川県立伝統産業工
芸館
076-262-2020

（石川県立伝統産業工芸館）

漆、拡張と拡散（仮題）
10月2日(木)～11月
26日(水)

石川県立伝統産業工芸
館

国際漆展コラボ企画 石川県立伝統産業工
芸館
076-262-2020

（石川県立伝統産業工芸館）

中宮ガイドウォーク 5月～11月9日まで
の土・日・祝

中宮展示館周辺の自然
観察路

中宮展示館の裏手にある蛇谷の森をガ
イドと一緒に散策し、自然の不思議や先
人の知恵など、白山のいろいろな魅力を
再発見する。

石川県白山自然保護
センター
（076-255-5321）（石川県白山自然保護センター）

市ノ瀬ガイドウォーク 5月～11月3日まで
の土・日・祝

市ノ瀬ビジターセンター
周辺の自然観察路

市ノ瀬ビジターセンター周辺の森をガイ
ドと一緒に散策し、白山の自然に親む。

石川県白山自然保護
センター
（076-255-5321）

（石川県白山自然保護センター）

輪島塗・櫛と簪展 11月 石川県立伝統産業工芸
館

漆を用いた櫛と簪を取り上げて紹介する 石川県立伝統産業工
芸館
076-262-2020

（石川県立伝統産業工芸館）


