
２　市町の取組（１１９事業）

実施時期 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

金沢海みらい図書館
076-266-2011

（金沢海みらい図書館）

事業名
（実施主体）

「古典の日」関連事業
雅楽への誘（いざな）い 11月１日（土）

金沢海みらい図書館
交流ホール

雅楽のワークショップと演奏
金沢海みらい図書館
076-266-2011

（金沢海みらい図書館）

11月１日（土）
金沢海みらい図書館
集会室

　
金沢市立額小学校落語クラブによる落語お
はなし会

「古典の日」関連事業
「古典に耳を傾ける」

11月1日(土) 玉川図書館 琴演奏
金沢市立玉川図書館
０７６－２２１－１９６０

（玉川図書館）

「古典の日」関連事業
万葉集講座

11月5日(水) 玉川図書館 古典文学講座
金沢市立玉川図書館
０７６－２２１－１９６０

（玉川図書館）

「古典の日」関連事業
古典芸能に触れる

11月1日(土)
泉野図書館
オアシスホール

能楽鑑賞
金沢市立泉野図書館
０７６－２８０－２３４５

（泉野図書館）

「古典の日」関連事業
平家物語講座

11月2日(日)
泉野図書館
オアシスホール

平家物語
金沢市立泉野図書館
０７６－２８０－２３４５

（泉野図書館）

「古典の日」事業関連展示(予定)
10月22日(水)～
11月10日(月)

泉野図書館
アートロビー

古典に関する資料の展示
金沢市立泉野図書館
０７６－２８０－２３４５

（泉野図書館）

「古典の日」関連事業
海みらい落語おはなし会

第38回金沢市市民大学講座

11月６日（木） 金沢市文化ホール

講演会
講師：大林 素子 氏（スポーツキャスター）

演題：「マイ・ドリーム～夢をあきらめない～」
時間：午後６時３０分～８時
料金：1,000円（当日会場にて販売）

金沢市生涯学習課
076-220-2441

（金沢市教育委員会）



実施時期 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）

第10回  七尾市民文化祭
　第６３回　七尾菊花展覧会 11月1日(土)～

3日(月・文化の日)

七尾サンライフプラザ
プロムナード

菊花の展覧会 七尾市文化協会
0767-53-0596

（七尾菊花会）

第10回七尾市民文化祭

11月1日(土)

七尾サンライフプラザ
大ホール

混声合唱発表会 七尾市文化協会
0767-53-0596

　俊友会合唱団　第１８回　定期演
奏会
　　（俊友会合唱団）

七尾サンライフプラザ ５流派（池坊、草月流、小原流、古流、嵯峨
御流）による合同生け花展

七尾市文化協会
0767-53-0596

（七尾市華道協会）

第10回七尾市民文化祭
　山原昌娃きもの着付学院きもの着
付けショー 11月2日(日)

七尾サンライフプラザ 着物の着付けショー 七尾市文化協会
0767-53-0596

（山原昌娃きもの着付学院）

第60回記念七尾市美術展覧会

第10回七尾市民文化祭
　第２３回華道協会合同生け花展 11月2日(日)～

3日(月・文化の日)

第38回御祓文化展
11月2日(日)～
31日（月・文化の日）

御祓公民館

御祓文化講座１年間の成果を展示するとともに、
公民館活動の報告を兼ねた文化展を開催。地域
住民に公民館活動参加のＰＲをし、生涯学習・社
会教育に関する参加を呼びかける。

御祓公民館
0767-53-0821

（御祓公民館）

10月31日(金)～
11月３日(月・祝)

石川県七尾美術館 主に七尾市民を対象にした公募展。一般の
部、ジュニアの部の２部門で開催される。

七尾美術作家協会
0767-52-4755

（主催：七尾美術作家協会）

能登島ガラスコレクション展 11月1日(土)～
平成27年4月

石川県能登島ガラス美
術館

能登島ガラス美術館収蔵品の展示をとおし
て、様々な表現方法を持つガラス作品の魅
力を紹介する

石川県能登島ガラス美
術館
0767-84-1175

（公益財団法人七尾美術財団）



実施時期 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）

七尾サンライフプラザ
中ホール

フォークダンスを楽しむ 七尾市文化協会
0767-53-0596

能登食祭市場 盆栽、さつき、山野草の展示 七尾市文化協会
0767-53-0596

（七鹿盆栽会、日本皐月協会能登
支部、七尾山草会）

第10回七尾市民文化祭
　絵画展 11月1日(土)～

4日(火)

フォーラム七尾
大ホール

絵画作品の展示 七尾市文化協会
0767-53-0596

（画友会“風”）

七尾サンライフプラザ
大ホール

第10回七尾市民文化祭　茶会
11月3日(月・文化の
日)

七尾サンライフプラザ
茶室ほか

薄茶席・立札席で茶道を楽しむ

第10回七尾市民文化祭
　第２２回辻井雅子ピアノ公開レッス
ン＆能登のみんなの交流ピアノコン 11月3日(月・文化の

日)

七尾市文化協会
0767-53-0596

（七尾茶道会）

第10回七尾市民文化祭
　第１８回　「みんなで踊ろうフォーク
ダンス」 11月3日(月・文化の

日)
（ルビーフォーク　　）

第10回七尾市民文化祭
　七鹿盆栽会、さつき会、山草会合
同展示会 11月2日(日)～

3日(月・文化の日)

第10回七尾市民文化祭
　中島支部芸能発表会

11月3日(月・文化の
日)

中島市民センター
多目的ホール

大正琴の演奏、詩吟、三味線演奏、歌謡、
レクリエーションダンス、太鼓演奏、剣詩舞、
七尾まだら唄、踊り

七尾市文化協会
0767-53-0596

（琴城流大正琴 なな華、能登祥吟
会　中島教場、藤本流三味線 藤本
秀美由社中、中島町フォークダンス
サークル、歌謡・小菊会、枠旗祭り
太鼓保存会、日本剣詩舞道 静山
流、工口静蓉月社中、七尾まだら伝
承会）

ピアノ発表会 七尾市文化協会
0767-53-0596

（能登ピアノレスナー会　）



実施時期 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）

第10回七尾市民文化祭
　中島支部茶会 11月3日(月・文化の

日)

中島市民センター
１階ロビー

茶会 七尾市文化協会
0767-53-0596

（皇風煎茶禮式　石川弘風会　笠間弘昭社中）

第10回七尾市民文化祭
　中島支部作品展

11月2日(日)～
3日(月・文化の日)

中島文化センター 書、木版画、俳句、水墨画、短歌、生け花の
展示

七尾市文化協会
0767-53-0596

（中島町書友会、のと木版画工房、
中島町公民館句会、中島水墨画教
室、ささゆり短歌会、古流 松豊会）

七尾市小中音楽会
１１月７日（金）
１１月１４日（金）

七尾サンライフプラザ
大ホール

各小中学校の児童・生徒が合唱や合奏を発
表する。

七尾市教育委員会
子ども教育課
 0767- 53-8434

（七尾市教育委員会 子ども教育課）

七尾市民大学講座
パソコン・陶芸教室 11月1日(土）、4(火)

～7日(金)

七尾サンライフプラザ
情報学習室（パソコン
室）
工芸実習室

パソコン教室…入門から活用まで、講座とグ
ループ学習。パソコン20台（ｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞ8.1）を
常備
陶芸教室…ロクロや陶芸窯、工作台を設置

七尾市教育委員会
生涯学習スポーツ課
 0767- 53-3661

（七尾市生涯学習センター）

としょかんクラブ

11月1日(土)

七尾市立中央図書館 図書館職員が小学生の会員を対象に、いろ
いろな本の紹介、本に載っている実験や工
作、読み聞かせ等を行う。

七尾市立中央図書館
0767-53-0583

（七尾市立中央図書館）

音訳グループ研修例会

11月4日(火)

七尾市立中央図書館 視覚障害者の方に向けて、主に郷土出版物
を音訳する。月１回の研修会、年１回の視覚
障害者の方との交流会を開催。

七尾市立中央図書館
0767-53-0583

（七尾市立中央図書館）

図書館招待

11月5日(水)

七尾市立中島図書館 保育園児を図書館に招待し、お話会（手遊
び・お話・絵本・クイズ等）を催し、また図書
館でのマナー、本の借り方、返し方等を体験
して学ぶ。

七尾市立中島図書館
0767-66-8000

（七尾市立中島図書館）



実施時期 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）

グラスアート教室

１１月１日（土） 小松市芦城センター
鉛で出来たリード線と特殊フィルムを貼っ
て、ステンドグラスの雰囲気を楽しむ作品つ
くり。

小松市立芦城公民館
0761-21-6821

（　小松市立芦城公民館　　　）

男性専科

１１月５日（水） 小松市立稚松公民館
男の美学を求めて
（教養講座、手作り教室、施設見学等）

小松市立稚松公民館
0761-24-5805

（　小松市立稚松公民館　　　）

女性専科

１１月６日（木） 小松市立稚松公民館
より美しく、より豊かに
（教養講座、手作り教室、施設見学等）

小松市立稚松公民館
0761-24-5805

（　小松市立稚松公民館　　　）

さわらび学級

１１月６日（木） 小松市立稚松公民館 健康で心豊かな子育て講座
小松市立稚松公民館
0761-24-5805

（　小松市立稚松公民館　　　）

ピラティス教室

１１月５日（水） 松陽地区体育館
しなやかで疲れにくい強い筋肉を作るピラ
ティス体験

小松市立松陽公民館
0761-23-6585

（　小松市立松陽公民館　　　）

シルバー健康体操教室

１１月６日（木） 松陽地区体育館
ストレッチ体操、リズム体操、フォークダン
ス、ニュースポーツ等で軽い汗を流す

小松市立松陽公民館
0761-23-6585

（　小松市立松陽公民館　　　）

太極拳教室

１１月７日（金） 松陽地区体育館
深い呼吸とゆっくりした全身運動で足腰のバ
ランス感覚を養う　ストレッチ体操・入門太極
拳・24式太極拳

小松市立松陽公民館
0761-23-6585

（　小松市立松陽公民館　　　）



実施時期 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）

初心者のための太極拳教室

１１月５日（水） 西部地区体育館
穏やかなゆっくりとした全身運動で、足腰の
強化、バランス感覚の回復など、心と体を調
え健康を保つ

小松市立安宅公民館
0761-22-5764

（　小松市立安宅公民館　　　）

健康ダンス教室

１１月７日（金） 西部地区体育館
リズムに乗って手足を動かすことで、心と体
の健康増進を図り、人とのふれあいを大切
にする

小松市立安宅公民館
0761-22-5764

（　小松市立安宅公民館　　　）

健康体操教室

１１月５日（水） 南部公民館 ストレッチ体操やレクレーションなど
小松市立南部公民館
0761-43-3911

（　小松市立南部公民館　　　）

健康ヨーガ教室

１１月５日（水） 南部公民館
「体操」「呼吸」「瞑想」この３つの要素で体と
心を健康にする

小松市立南部公民館
0761-43-3911

（　小松市立南部公民館　　　）

子ども絵画教室

１１月７日（金） 南部公民館
子どもの発想力を生かし、毎回違ったﾃｰﾏで
上手く描くコツを学ぶ

小松市立南部公民館
0761-43-3911

（　小松市立南部公民館　　　）

子ども百人一首教室

１１月１日（土）
第一地区コミュニティセ
ンター

日本の伝統文化に触れる共に、かるた競技
を通して集中力を養う

小松市立第一公民館
0761-23-2414

（　小松市立第一公民館　　　）

将棋教室

１１月１日（土）
第一地区コミュニティセ
ンター

将棋を通して、先を読む事・礼儀や作法を学
ぶ

小松市立第一公民館
0761-23-2414

（　小松市立第一公民館　　　）



実施時期 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）

書道教室Ⅰ

１１月５日（水） 板津地区体育館
書きながら筆づかいを学び毛筆文化を味わ
う

小松市立板津公民館
0761-23-7747

（　小松市立板津公民館　　　）

書道教室Ⅱ

１１月６日（木） 板津地区体育館
書きながら筆づかいを学び毛筆文化を味わ
う

小松市立板津公民館
0761-23-7747

（　小松市立板津公民館　　　）

リフレッシュ体操教室

１１月７日（金） 板津地区体育館
曲に合わせて身体を動かし心身ともに健康
の維持増進を図る

小松市立板津公民館
0761-23-7747

（　小松市立板津公民館　　　）

わくわく・ちゃれん寺

１１月２日（日）
第一地区コミュニティセ
ンター

科学あそび（空気の実験）
小松市教育委員会生涯
学習課
0761-24-8128（小松市教育委員会生涯学習課）

第18回小松市民茶会

11月3日（月・祝）
仙叟屋敷ならびに玄庵
市民ギャラリー・ルフレ

一般の方々に茶道を親しんでいただく茶会。
毎年11月3日の文化の日に開催。

小松市文化創造課
0761-24-8130

（小松市民茶会実行委員会）

企画展「加賀国府（推定地）を歩く」
7月19日(土)～11月
30日(日)

小松市立博物館２階
平成27年度に本市で開催予定の第2回こしのくに
国府サミットに向けてのプレ企画展。小松市古府
町地内の推定地を訪ねる内容。

小松市立博物館
0761-22-0714

（小松市立博物館2階）

特別展 大八日市地方遺跡展
「小松式土器の時代」

10月11日(土)～11月
30日(日)

小松市立博物館２階

平成23年に出土品1020点が重要文化財に指定
された八日市地方遺跡。市埋蔵文化調査室と連
携し、「小松式土器の時代」のタイトルの元、初め
てほぼ全ての指定物品を公開する企画展。

小松市立博物館
0761-22-0714

（小松市立博物館２階）



実施時期 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）

館蔵品展「茶道具優品展」
10月7日(火)～1月12
日(月・祝)

小松市立本陣記念美術
館

本陣コレクションには、茶席を飾る水墨画、画賛、
花器等、重要美術品を始め、江戸時代初期の貴
重な作品が含まれている。それら優れた茶道具
を、小堀遠州や清巌宗渭の箱書や古筆宗家の極
書などとともに紹介します。

小松市立本陣記念美術
館
0761-22-3384

（小松市立本陣記念美術館）

特別展　「宮本三郎と鴨居玲」
10月11日(土)～11月
24日(月・祝)

小松市立宮本三郎美術
館

鴨居玲は金沢美術工芸大学の一期生で、宮本
三郎とは師弟関係にありました。波乱に満ちた生
涯を歩みながら、人の心を揺さぶらせる作品を生
み出し、いまだに褪せることのないその魅力を宮
本作品とともに紹介します。

小松市立宮本三郎美術
館
0761-20-3600

（小松市立宮本三郎美術館）

企画展　「宮本三郎・愛した品々」
11月6日(木)～3月8
日(日)

宮本三郎ふるさと館
宮本三郎の残した遺品を中心に、館所蔵の
作品とともに、宮本の愛すべき世界を紹介し
ます。

小松市立宮本三郎美術
館
0761-20-3600（小松市立宮本三郎美術館）

企画展　「初代八十吉と中村研一」
9月6日(土)～11月24
日(月・祝振替休)

小松市立錦窯展示館
中村研一と初代八十吉の交流を中心に紹
介する企画展。

小松市立博物館
0761-22-0714

（小松市立博物館）

松居直コレクション　展示

１１月１日（土）～
１１月30日（日）

空とこども絵本館 児童文学者松居直氏が出会った外国の絵
本を紹介します。

空とこども絵本館
0761-23-0033

（空とこども絵本館）

第16回小松市小学生駅伝大会 11月3日（月・祝） 末広緑地 4年生以上6年生まで1チーム5人が1.3ｋｍを
走る駅伝を通じて仲間と協力しあい連帯感
を深める。

（公社）小松市体育協会
0761-23-5961

（　（公社）小松市体育協会　　　）

秋季特別展
「玉と埴輪」
（小松市埋蔵文化財センター）

10月11日（土）　～
12月10日（水）

小松市埋蔵文化財セン
ター

北陸の玉と埴輪から、ものづくりと交流の源
流を探る。

小松市埋蔵文化財セン
ター
0761-47-5713



実施時期 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）
3Dスタジオ　星空ライブ-秋-

１１月１日（土）～
１１月３日（月・祝）

サイエンスヒルズこまつ
ひととものづくり科学館
３Dスタジオ

秋の夜空に見られる星座たちの世界や宇宙
全体を立体映像で紹介します。土・日・祝日
限定！

サイエンスヒルズこまつ
ひととものづくり科学館
0761-22-8610

（ひととものづくり科学館）

こぐまグループのおはなし会

１１月１日（土） 輪島市立図書館

小学生低学年対象の絵本の読み聞かせや
手遊び、工作を行う。

輪島市立図書館
0768-22-2926

（輪島市立図書館）

読書週間ポスター展

１０月２５日（土）～
１１月１０日（月）

輪島市立図書館

市内の小学生による読書普及と推進をテー
マにしたポスターを展示

輪島市立図書館
0768-22-2926

（輪島市立図書館）

「2014年主な文学賞受賞作品」及び
「子どもに読んであげたい『よい絵
本』」の展示 １０月２５日（土）～

１１月３０日（日）
輪島市立図書館

テーマにそった本の展示

輪島市立図書館
0768-22-2926

（輪島市立図書館）

読書スタンプラリー

１０月１日（水）～
１１月３０日（日）

輪島市立図書館
輪島市立門前図書館
輪島市立町野分館

本を読み終わるごとに「読書スタンプラリー
カード」にスタンプを１個押印。市内の図書
館で児童対象に行う。

輪島市立図書館
0768-22-2926
輪島市立門前図書館
0768-42-0129
輪島市立図書館町野分館
0768-32-0316

　　（輪島市立図書館）

こどもにおすすめの本の展示

１０月２８日（火）～
１１月９日（日）

輪島市立門前図書館

テーマにそった本の展示 輪島市立門前図書館
0768-42-0129

（輪島市立門前図書館）

ふるさと門前川柳優秀作品展

１０月２８日（火）～
１１月９日（日）

輪島市立門前図書館

門前地区の小中学生対象にふるさとをよん
だ川柳作品を展示

輪島市立門前図書館
0768-42-0129

（輪島市立門前図書館）



実施時期 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）

●芸術展（お茶席・絵画展・珠洲焼展・生花
展・菊花展・組紐展・水石展・文芸展・書道
展・写真展）
●芸能まつり

珠洲市教育委員会事務
局

（0768-82-7826）（珠洲市文化協会）

第４４回珠洲市文化祭
１１月２日（日）～
１１月３日（祝・月）

ラポルトすず　他

第９回輪島市民文化祭｢あいの風｣ １１月１日(土)～３日
(月)

輪島市文化会館･輪島
市立門前東小学校･輪
島市門前会館･大本山
總持寺祖院回廊・石川
県漆芸美術館 他

芸術文化作品展示(工芸・書道･華道･絵画･
写真･盆さい･菊花展･押し花等)､お茶会､芸
能発表など輪島市文化協会主催の文化祭

輪島市文化協会事務局
0768-22-7666

（輪島市文化協会）

企画展「第20回記念　飛翔する輪島
の漆芸作家たち」

１０月３日(金)～
１２月１４日(日)

石川県輪島漆芸美術館 漆の里・輪島の漆芸作家たちは、全国公募
展を舞台に活躍している。近年の展覧会入
選作・特別出品作の中から、代表作を会派
を越えて一堂に展示し、作家たちの活動を
紹介する。

石川県輪島漆芸美術館
0768-22-9788

（公益財団法人輪島漆芸美術館）

ちょびっこおはなし会

１１月６日（木） 加賀市立中央図書館
乳幼児親子を対象に、図書館職員が、絵本
の読み聞かせやわらべうたあそびを行う。

加賀市立中央図書館
０７６１-７３-０８８８

（加賀市立中央図書館）

絵本読み聞かせ隊
１１月４日（火）
　　　 ５日（水）

加賀市内保育園
園児を対象に、図書館職員が保育園を訪問
し、絵本の読み聞かせや手遊びを行う。

加賀市立中央図書館
０７６１-７３-０８８８

（加賀市立中央図書館）

てくてくおはなし会

１１月１日（土） 加賀市立中央図書館
幼児・児童を対象に、ボランティアグループ
が絵本の読み聞かせや、わらべ歌あそびを
行う。

加賀市立中央図書館
０７６１-７３-０８８８

（加賀市立中央図書館）

篠原先生のおはなし会

１１月３日（月） 加賀市立中央図書館
幼児・児童を対象に、講師を招き絵本の読
み聞かせなどを行う。

加賀市立中央図書館
０７６１-７３-０８８８

（加賀市立中央図書館）



実施時期 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）

学童クラブ訪問

１１月５日（水） 加賀市内学童クラブ
小学校低学年を対象に、図書館職員が学童
クラブを訪問し、絵本の読み聞かせなどを行
う。

加賀市立中央図書館
０７６１-７３-０８８８

（加賀市立中央図書館）

すくすくおはなし会

１１月４日（火） 加賀市立山中図書館
乳幼児親子を対象に、図書館職員が、絵本
の読み聞かせやわらべうたあそびを行う。

加賀市立山中図書館
０７６１-７８-４４４１

（加賀市立山中図書館）

特別企画展Ⅰ「九谷の陶彫」展
～蘇山・加全・翠恒の織り成す具象
の美～ １１月１日(土）～

２月１日(日）
石川県九谷焼美術館

粋を凝らした具象の美が息づく、素地の造
形へのこだわりを見せる近代の造形作家た
ちの作品を紹介する。

石川県九谷焼美術館
０７６１－７２－７４６６

（石川県九谷焼美術館）　　　　　　　　

第１回加賀市美術展
１１月１日(土）～
１１月２４日(月）

加賀市美術館
加賀市の美術作家が一堂に会する総合美
術展

加賀市美術館
０７６１－７２－８７８７

（加賀市美術館）

第３９回企画展　魯山人の絵心
８月２１日(木）～
１２月１６日（火）

加賀市魯山人寓居跡
いろは草庵

絵画においても才能を発揮した魯山人は、
古典に学び、自然を手本とした。豪快、自由
奔放な画風であった、魯山人の表現を楽し
む作品を紹介する。

加賀市魯山人寓居跡
いろは草庵
０７６１－７７－７１１１（加賀市魯山人寓居跡いろは草庵）　

再興九谷を受け継ぐものたち
１０月８日(水）～
１月１２日(月）

加賀市九谷焼窯跡
展示館

再興九谷以来の伝統的技法を受け継ぐ現
代九谷作家の作品を展示し、「九谷焼３６０
年」プレイベントとして企画

加賀市九谷焼窯跡展示
館
０７６１－７７－００２０（加賀市九谷焼窯跡展示館）　　　　　

開館２０周年記念特別展
１１月１日（土）～
１１月２日（日）

加賀市中谷宇吉郎
雪の科学館

11/1～11/2無料開放
開館から２０年のあゆみを振り返る特別展
やワークショップを開催。来館者に記念グッ
ズを配布

加賀市中谷宇吉郎
雪の科学館
０７６１－７５－３３２３（加賀市中谷宇吉郎雪の科学館）　　



実施時期 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）

古代米試食会

11月3日(月･祝)

羽咋市歴史民俗資料館 古代米の土器炊飯の実演と試食 羽咋市教育委員会
文化財室/歴史民俗資
料館　　0767-22-5998

（羽咋市歴史民俗資料館）

羽咋市歴史民俗資料館 羽咋地域の婚礼と子育てに関する資料を展
示。

羽咋市教育委員会
文化財室/歴史民俗資
料館　　0767-22-5998

（羽咋市歴史民俗資料館）

羽咋市歴史民俗資料館無料公開

11月3日(月･祝)

羽咋市歴史民俗資料館 文化の日を記念して無料開館 羽咋市教育委員会
文化財室/歴史民俗資
料館　　0767-22-5998

（羽咋市歴史民俗資料館）

羽咋市文化祭
１１月２日（日）～
３日（月・祝）

羽咋体育館ほか５会場 文化協会加盟の１３団体が、日頃の文化活
動（作品展、茶会、芸能、吟道祭等）の発表
等を行う。

羽咋市教育委員会
生涯学習課
0767-22-9331

（羽咋市文化協会）

羽咋市歴史民俗資料館企画展
「祈りのかたち-嫁取りと子育て-」

10月11日(土)～
11月24日（月・祝)

展観施設の無料開放

１１月３日（月・祝） 加賀市

市内展観施設９箇所（石川県九谷焼美術
館、北前船の里資料館、中谷宇吉郎雪の科
学館、九谷焼窯跡展示館、魯山人寓居跡い
ろは草庵、深田久弥山の文化館、加賀市美
術館、鴨池観察館、山中温泉芭蕉の館）を
無料開放する。

加賀市地域振興部
観光交流課
０７６１－７２－７９８８

（加賀市地域振興部観光交流課）　　

第11回かほく市生涯学習フェスティバル １１月１日（土） かほく市立河北台中学
校　講堂

教育功労賞、栄光賞の表彰式 かほく市教育委員会学
校教育課
（076-283－7136）

（　　かほく市教育委員会　　）

第11回かほく市生涯学習フェスティ
バル

１１月１日（土）・２日
（日）

かほく市立河北台中学
校周辺

記念講演会・芸能発表・作品展示等 かほく市教育委員会生
涯学習課
（076-283-7137）

（かほく市教育委員会）



実施時期 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）

市民文化・文芸祭
11月1日（土）～
3日（月・祝）

市民工房うるわし 市民の様々な文化活動を発表する
白山市文化協会事務局

（076-277-6630）
（白山市文化協会（松任地域）　　　）

（かほく市生涯学習フェスティバル）
図書館まつり

１１月１日（土）・２日
（日）

かほく市立中央図書館 ・生涯学習フェスティバル講演会講師に関連
する図書と子育てに関連する図書展示
・古本市

かほく市立中央図書館
（076-285-1377）

（　かほく市立中央図書館　）

第11回かほく市生涯学習フェスティ
バル

１１月１日（土）・２日
（日）

うみっこらんど七塚
　「海と渚の博物館」

展示室無料開放 うみっこらんど七塚
（076-283-8880）

（かほく市教育委員会 生涯学習課）

第11回かほく市生涯学習フェスティ
バル

１１月１日（土）・２日
（日）

石川県西田幾多郎記念
哲学館

展示室無料開放 石川県西田幾多郎記念
哲学館
（076-283-6600）

（かほく市教育委員会 生涯学習課）

おはなし会 １１月２日（日） かほく市立中央図書館 おはなしボランティア「やまんば」による、お
はなし会

かほく市立中央図書館
（076-285-1377）

（　かほく市立中央図書館　）

調べる学習作品展 １０月２６日(日)
　　～１１月９日(日)

かほく市立中央図書館 図書館を使った調べる学習作品の展示 かほく市立中央図書館
（076-285-1377）

（　かほく市立中央図書館　）

手づくり絵本作品展 １０月２６日(日)
　　～１１月９日(日)

かほく市立中央図書館 手づくり絵本作品の展示 かほく市立中央図書館
（076-285-1377）

（　かほく市立中央図書館　）



実施時期 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）

能美市教育委員会生涯
学習課
（0761-58-2272）

１１月１日（土）～
　１１月３日（月・祝）

根上総合文化会館、
根上学習センター、
寺井図書館、
辰口福祉会館

能美市文化協会所属の各団体の会員作品
を展示する。
お茶会や将棋大会、押花体験教室の開催、
菊の販売なども同時に行う。

第10回能美市総合文化祭（展示部
門）

（能美市中央公民館、能美市文化協会）

市民芸能祭

11月3日（月・祝） 松任文化会館 市民の様々な文化活動を発表する
白山市文化協会事務局

（076-277-6630）
（白山市文化協会（松任地域）　　　）

市民お茶会

11月3日（月・祝） ふるさと館 市民の方に茶道に親しんでいただくお茶会
白山市茶道協会

【白山市文化協会内】
（076-277-6630）（白山市茶道協会　　　　　　　　　　）

秋季テーマ展 「中川一政 書の世界」
9月2日（火）～
11月30日（日）

白山市立
松任中川一政記念美術館

中川一政の書にスポットをあて、
絵画の代表作とともに展観する。

松任中川一政記念美術館
（076‐275‐7532）

（白山市立松任中川一政記念美術館）

「第９回　白山市図書館を使った調
べ学習コンクール」表彰式

１１月３日（日・祝） 白山市松任学習セン
ター２階　ライブシアター

　小学生低学年、中学年、高学年、中学生
の部への入賞者を表彰するとともに入賞作
品を審査委員の先生がパワーポイントで紹
介する。また、１１月３日から入賞作品を各
市立図書館において展示する。

松任図書館図書ｻｰﾋﾞｽ
課
(076-274-9877)

（白山市教育委員会・白山市立図書館）

大人におすすめの絵本展 11月6日(木)～
11月30日(日)

松任図書館展示コー
ナー

　大人が読んでも考えさせられる絵本等、秋
の夜長に読みたい大人におすすめの絵本を
展示する。

松任図書館図書ｻｰﾋﾞｽ
課
(076-274-9877)

（松任図書館）

おはなしてんこもり 11月8日(土) 松任図書館 おはなし、紙芝居、手遊び、世界の絵本の
読み聞かせ等をリレー方式で開催する。

松任図書館図書ｻｰﾋﾞｽ
課
(076-274-9877)

（松任図書館）



実施時期 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）

作品展示
能美市立博物館
（0761-52-8050）

第10回能美市総合文化祭（発表部
門）
文化協会合同公演

（能美市中央公民館、能美市文化協会）

市立博物館　春季特別展
中川洋・朋　石の造形

（能美市立博物館）

１０月１６日（土）～
　１１月１６日（日）

博物館

１１月７日（金）～
　１１月９日（日）

根上総合文化会館
市民の作品や、公民館開催教室、児童館、
コミュ二ティセンター等で作製した作品を展
示する。

能美市教育委員会生涯
学習課
（0761-58-2272）

能美市教育委員会生涯
学習課
（0761-58-2272）

１１月２日（日） 根上総合文化会館
能美市文化協会所属の各団体による舞台
発表を行う。

チャリティバザー

１１月３日（月・祝） 根上総合文化会館
根上校下婦人会によるチャリティバザー。収
益金は赤い羽根共同募金へ寄付される。

第10回能美市総合文化祭（展示部
門）

（能美市中央公民館）

根上校下婦人会
（0761-55-4157）

（根上校下婦人会）

ののいちマナビィフェスタ2014
10月25日(土)～
11月15日(土)

野々市市中央公民館､
野々市市郷土資料館､文
化会館フォルテ､情報交流
館カメリア

市民作品展､公民館サークル･文化協会作品展
示及び芸能民謡祭、音楽祭､イベント、子どもフェ
スティバルなど

野々市市教育委員会
生涯学習課
076-227-6117

（マナビィフェスタ実行委員会）

埋蔵文化財企画展「富奥のあゆみ」 10月下旬～翌年１月
頃

野々市市文化会館・富奥
防災コミュニティセンター・
野々市市ふるさと歴史館
（巡回）

発掘調査によって出土した遺物を通して、
野々市市富奥地区の歴史を紹介する。

野々市市教育委員会
文化振興課
076-227-6122

（野々市市教育委員会）

郷土資料館企画展「むかしの写真
展」

10月下旬～翌年１月
頃

野々市市郷土資料館 明治から昭和にかけての野々市の様子を伝
える写真を展示し、当時の生活を紹介する。

野々市市教育委員会
文化振興課
076-227-6122

（野々市市教育委員会）



実施時期 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）

川北町文化の日記念講演

１１／３（日・祝） 川北町文化センター 講師を招いて講演会開催
川北町教育委員会

０７６－２７７－１１１１
（　　　　　　　　川北町　　　　　　　　）

川北町表彰式

１１／３（日・祝）
川北町教育委員会

０７６－２７７－１１１１
（　　　　　　　　川北町　　　　　　　　）

まちなか科学館科学実験教室

11月1日（土）

川北町文化センター 教育、文化、自治、スポーツ賞の表彰

まちなか科学館
まちなか科学館を訪れた方を対象に科学実
験・工作などを行う。

津幡町教育委員会
教育総務課
076-288-8508（津幡町教育委員会）

津幡町・津幡町教育委員会表彰贈呈式

11月3日（月・祝） 津幡町文化会館シグナス
文化功労賞・スポーツ賞・教育奨励賞・ス
ポーツ奨励賞等の表彰

津幡町教育委員会
教育総務課
076-288-8508（津幡町・津幡町教育委員会）

町民大学講座
（河北郡市教育振興会共催）

11月6日（木） 津幡町文化会館シグナス 瀬戸　薫氏講演会
津幡町教育委員会
生涯教育課
076-288-2125

（津幡町教育委員会）

文化の日記念行事
10月26日（日）～
11月3日（月・祝）

津幡町文化会館シグナス
サンライフ津幡

町文化展（11/1～11/3）
子ども会作品展（11/1～11/3）
シグナス芸能祭（10/26）

津幡町文化会館シグナス
076-288-8526

（津幡町・津幡町教育委員会）

野々市市･教育委員会表彰贈呈式､
野々市市文化協会･野々市市体育
協会表彰贈呈式 11月3日(月・祝)

情報交流館カメリア 野々市市表彰､教育委員会表彰(教育功労･
教育振興)､文化協会･体育協会表彰(文化
功労･文化振興･文化奨励･体育功労･ス
ポーツ賞)等の表彰式

野々市市教育委員会
教育総務課
076-227-6113

（野々市市、野々市市教育委員会）



実施時期 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）

志賀町文化祭
11月1日(土)～
3日(月･祝)

志賀町文化ホール 文化の日式典､記念講演会､舞台アトラク
ション､各種作品展示

志賀町教育委員会
生涯学習課
0767-32-9350

（志賀町教育委員会）

読書週間行事
10月28日（火）～
11月9日（日）

津幡町立図書館
えほんのじかんSP（11/1）
ミニ絵本を作ろう（11/5）
ミニおはなし会リレー

津幡町立図書館
076-288-2126

（津幡町教育委員会　町立図書館）

アカシア文化祭 11月1日（土）13：00
～17：00、11月2日
（日）10：00～15：00

アカシア公民館
芸能祭（ヨサコイ、民舞、剣舞、謡曲　等）芸
術祭（書、俳句、籐、手工芸、絵手紙、押花
等）

アカシア公民館
238-3609

（アカシア町会・アカシア公民館）

大根布公民館文化祭

11月2日（日） 大根布公民館 作品展示・体験コーナー・飲食屋台
大根布公民館
076-286-0199

（　　　　　 大根布公民館　　　　　 ）

向粟崎創立５０周年記念式典

11月2日（日）
向粟崎公民館及び

向粟崎体育館
記念式典・記念講演・レセプション

向粟崎公民館
076-238-3374

（　　　　　向粟崎公民館　　　　　　）

向粟崎公民館文化祭

11月2日（日）
向粟崎公民館及び

向粟崎体育館
メイン展示・湯涌朝市・祝餅つき　　　　・模擬

店・
向粟崎公民館
076-238-3373

（　　　　　向粟崎公民館　　　　　　）

内灘町表彰式

11月3日（月） 内灘町文化会館
功績のあった方々に対し、内灘町表彰条

例、内灘町スポーツ条例及び内灘町学術文
化奨励賞条例に基づき表彰

内灘町教育委員会
076-286-6717

（　　　　　　　  内灘町 　　　　　　　　）



実施時期 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）

能登町民文化祭
１１月1日（土）

～2日（日）

芸術の部（内浦体育館）
芸能の部（内浦第二体
育館）

文化協会員、一般の方々の作品展示及び
芸能発表

能登町文化協会事務局
0768-62-1277

（　能登町文化協会　）

穴水町歴史民俗資料館特別展 １１月１日(土）
　　　～１６日（日）

穴水町歴史民俗資料館 信長関連の書状等の展示 穴水町歴史民俗資料館
0768-52-2231

（　穴水町教育委員会　）

穴水町文化祭 １１月３日(月・祝）
　　　～４日（火・振）

B＆G海洋センター
のとふれあい文化セン
ター

一般・児童の作品展示
芸能発表会、町顕彰式
町文化協会表彰式

のとふれあい文化セン
ター
0768-52-3401

（　穴水町教育委員会　）

住吉文化祭 １１月３日(月・祝） 住吉公民館 一般・児童の作品展示 住吉公民館
0768-56-1212

（　穴水町教育委員会　）

能登中居鋳物館無料開放 １１月３日(月・祝） 能登中居鋳物館 鋳物館無料開放 能登中居鋳物館
0768-56-1231

（　穴水町教育委員会　）

穴水町歴史民俗資料館無料開放 １１月３日(月・祝） 穴水町歴史民俗資料館 資料館無料開放 穴水町歴史民俗資料館
0768-52-2231

（　穴水町教育委員会　）

中能登町文化まつり １１月１日（土）～
１１月２日（日）

生涯学習センター「ラピ
ア鹿島」、ふるさと創修
館、カルチャーセンター
飛翔

小中学生・保育園・文化協会員等の文化作
品展示、お茶会、芸能発表、講演会等

中能登町教育委員会
生涯学習課
0767-72-4555

（　中能登町文化協会　）

宝達志水町立志雄図書
館
(0767-29-8350)（宝達志水町教育委員会）

１１月５日(水)

南部保育所
子育て支援センターあ
いあい

０～３歳児を対象に、わらべうたあそびや絵
本の読み聞かせ、手遊びを行う

わらべうたの会



実施時期 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）

社会教育施設の開放

１１月３日（月・祝）

満天星
真脇遺跡縄文館

郷土の歴史と星の世界など、社会教育施設
を広く町民に開放し、親しんでもらう。

満天星
0768-76-0101
真脇遺跡縄文館
0768-62-4800（　　能登町教育委員会　）

西房浩二絵画展
１０月２1日（火）

～１１月１６日（日）

能登町・羽根万象美術
館

能登町文化協会１０周年記念として、日展会
員である西房浩二氏の絵画を展示する。

羽根万象美術館
0768-62-3669

（　能登町文化協会　　）


