
２　市町の取組（１20事業）

実施時期 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

おはなしの泉

11月1日(日) 加賀市立山中図書館
幼児・児童を対象に、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）

絵本読み聞かせ隊

11月6日(金) 加賀市内保育園
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）

ちょびっこおはなし会

11月5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
読み聞かせや手遊び、読み聞かせ相談など
を行う。

加賀市立中央図書館
(0761-73-0888)

（加賀市立中央図書館）

図書館名画座

11月3日(火･祝) 加賀市立中央図書館 古典名作映画の上映
加賀市立中央図書館
(0761-73-0888)

（加賀市立中央図書館）

おはなしの森

11月1日(日) 加賀市立中央図書館
幼児・児童を対象に、図書館職員が絵本の
読み聞かせや紙芝居などを行う。

加賀市立中央図書館
(0761-73-0888)

（加賀市立中央図書館）

事業名
（実施主体）

古九谷・吉田屋
青手九谷の世界展 10月3日(土)～

1月31日(日)
石川県九谷焼美術館

加賀市合併10周年記念・九谷焼開窯360周
年記念の特別展。古九谷をはじめとする、
加賀江沼の青手九谷の名品を一堂に集め
て展観する。

石川県九谷焼美術館
(0761-72-7466)

（石川県九谷焼美術館）



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）

（加賀市経済観光部観光交流課文
化振興室）

9月30日(水)～
平成28年1月11日

(月･祝)

加賀市九谷焼窯跡展示
館

再興九谷・江沼諸窯に受け継がれた伝統
を、テーマを絞って紹介

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）

展観施設の無料開放

11月3日(火･祝) 加賀市

市内展観施設9か所（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、鴨池観察館、山中温泉芭蕉の館）を
無料開放する。

加賀市経済観光部
観光交流課文化振興室
(0761-72-7988)

健康体操教室

11月4日(水) 南部公民館
ストレッチ体操やレクレーションで楽しく体を
動かす。

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4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　　　）

第2回加賀市美術展

10月31日(土)～
11月23日(月･祝)

秋期企画展

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8回「雪のデザイン賞」入選作品展
10月29日(木)～

平成28年2月16日
(火)

加賀市中谷宇吉郎雪の
科学館

雪や氷をモチーフにした作品展
第8回雪のデザイン賞に応募された169点の
作品の中から入選した47点を展示

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）

第42回企画展
魯山人と初代須田菁華

7月25日(土)～
11月24日(火)

加賀市魯山人寓居跡い
ろは草庵

魯山人作品と魯山人に大きな影響を与えた
初代須田菁華の作品を展示

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）



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）

ピラティス教室

11月4日(水) 松陽地区体育館
身体に負担をかけず、正しい骨格を意識し
ながら体幹の筋肉を整えるエクササイズ。

小松市立松陽公民館
(0761-23-6585)

（　小松市立松陽公民館　　　）

リフレッシュ体操教室

11月6日(金) 板津地区体育館
曲に合わせて身体を動かし心身の健康と維
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　　　）

書道教室Ⅱ

11月5日(木) 板津地区体育館 書の基本から応用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Ⅰ

11月4日(水) 板津地区体育館 書の基本から応用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　　　）

生花教室

11月7日(土) 南部公民館 季節の花を生け、日本の伝統を学ぶ。
小松市立南部公民館
(0761-43-3911)

（　小松市立南部公民館　　　）

子ども絵画教室

11月6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　　　）

茶道体験教室

11月6日(金) 南部公民館
日本の伝統文化の茶道をとおして礼儀・作
法を学ぶ。

小松市立南部公民館
(0761-43-3911)

（　小松市立南部公民館　　　）



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）

健康ダンス教室

11月6日(金) 西部地区体育館
リズムにのって踊り、脳の活性化と心と体の
健康管理

小松市立安宅公民館
(0761-22-5764)

（　小松市立安宅公民館　　　）

はがきサイズの水彩画教室

11月5日(木)
市立安宅公民館　研修
室（西部地区体育館内）

簡単な風景や静物（果物・野菜）を描く
小松市立安宅公民館
(0761-22-5764)

（　小松市立安宅公民館　　　）

初心者の太極拳教室

11月4日(水) 西部地区体育館
中国式体操（連功）で全身ストレッチ、足腰
の強化をはかり、バランス感覚回復と健康を
保つ

小松市立安宅公民館
(0761-22-5764)

（　小松市立安宅公民館　　　）

子ども百人一首教室

11月7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6日(金)
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　　　）

太極拳教室

11月6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・初級太極拳。

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5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　　　）



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）

歌舞伎名セリフ大会

11月7日(土)
こまつ曳山交流館み
よっさ十八番舞台

一度は聞いたことのある歌舞伎の名セリフ。
みよっさで初の名セリフ大会を開催。出場者
に思い思いのセリフを披露していただきま
す。

こまつ曳山交流館み
よっさ
(0761-23-3413)（こまつ曳山交流館みよっさ）

月刊絵本　こどものとも６号
「てんぐのかくれみの」

10月1日(木)～
11月29日(日)

空とこども絵本館
「てんぐのかくれみの」ができるまでの作家
の思いや編集者松居直氏の思いを展示しま
す。

空とこども絵本館
(0761-23-0033)

（　空とこども絵本館　）

11月4日(水) 丸内中学校　集会室
男の美学を求めて
（教養講座、手作り教室、施設見学等）
今回は食講座　そば打ち

小松市立稚松公民館
(0761-24-5805)

チェンバロ演奏会

11月3日(火･祝) 絵本館ホール
絵本とともにチェンバロの演奏を楽しみま
す。

空とこども絵本館
(0761-23-0033)

（　空とこども絵本館　）

グラスアート教室

11月7日(土) 小松市芦城センター
接着剤付きリード(鉛)線と特殊フイルムを
貼ってステンドグラスの雰囲気を楽しむ作品
づくり。

小松市立芦城公民館
(0761-21-6821)

（　小松市立芦城公民館　　　）

手づくり教室

11月6日(土) 小松市芦城センター
身近にある牛乳パックを使って作品(お花)づ
くり。

小松市立芦城公民館
(0761-21-6821)

（　小松市立芦城公民館　　　）

ジュニア百人一首教室

11月5日(木) 小松市芦城センター

小倉百人一首による、かるた競技の知識と
技能
を修得、練磨することによって、日本古来の
美の伝統を理解する。

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

（　小松市立稚松公民館　　　）



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）

開館25周年記念展
「本陣コレクションの魅力（前期）」

9月26日(土)～
12月20日(日)

小松市立本陣記念美術
館

小松市出身の銀行家故本陣甚一氏のコレク
ションを所蔵する本館は2015年、開館25周
年を向えた。これを機にこれまで本陣氏より
寄贈いただいた近現代の美術作品の中から
選りすぐりの作品を展示し、本陣氏の偉業を
紹介する。

小松市立博物館
(0761-22-0714)

（　　小松市立本陣記念美術館　　）

特別展 加賀市・能美市・小松市合
同「加賀九谷焼展」

10月3日(土)～
12月20日(日)

小松市立博物館２階

九谷焼開窯360年の節目にあたる2015年。
加賀・能美・小松の３市が、各時代の代表す
る名品の展示をとおして、九谷焼の系譜を
たどる。本館では、再興九谷の立役者となっ
た粟生屋源右衛門の作品や再興九谷を代
表する「若杉窯」の作品を中心に展示する。

小松市立博物館
(0761-22-0714)

（　　小松市立博物館　　）

秋季特別展
「北陸新幹線ルートの弥生文化を探る」

10月10日(土)～
12月6日(日)

小松市埋蔵文化財セン
ター

北陸新幹線ルートに重なる北信越から南関
東へ至る弥生時代の交流ルートを出土品か
ら紹介する

小松市埋蔵文化財セン
ター
(0761-47-5713)

（小松市埋蔵文化財センター）

ジャパンマイコンカーラリー2016
北信越地区大会

11月7日(土)～
8日(日)

ひととものづくり科学館
わくわくホール

マイコンボードを搭載し、独自に製作、プロ
グラミングした手作りのマシンで規定のコー
スを完走しスピードを競う。
マイコンカーラリー競技を通してメカトロ技術
の基礎・基本を習得。自発的、創造的な学
習態度の育成を図るとともに、ものづくりに
よる課題解決型教育を推進し、新技術への
夢を育む。

ひととものづくり科学館
(0761-22-8610)（　ジャパンマイコンカーラリー実行

委員会　）

村田製作所　チアリーディング部

11月3日(火･祝)
ひととものづくり科学館
わくわくホール

村田製作所の新しい広告塔ロボット。10人で
ひとつのグループを構成し、見事に揃った動
きをするチアリーディング部の北陸初のお披
露目です。

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　）

国立天文台副台長　渡部潤一氏講演会

11月1日(日)
ひととものづくり科学館
わくわくホール

演題：「宇宙生命は存在するか？―天文学
からのアプローチ―」
地球外生命体を探る活動の紹介と成果を説
明。

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　）



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11回能美市総合文化祭
（発表部門）文化協会合同公演

11月1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。

能美市教育委員会生涯
学習課
(0761-58-2272)（能美市中央公民館）

企画展「絵画制作入門
～デッサンからの展開～｣

6月27日(土)～
11月3日(火・祝)

宮本三郎ふるさと館
昭和を代表する画家宮本三郎の作品展示
をとおして、デッサンから本画へと展開する
過程を紹介する。

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　　）

第17回小松市小学生駅伝大会

11月3日(火･祝) 小松運度公園
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　　　）

第19回小松市民茶会

11月3日(火･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）

特別展
「第３回宮本三郎記念デッサン大賞展」

9月19日(土)～
11月3日(火・祝)

小松市立宮本三郎美術
館

小松市出身の画家宮本三郎の作品を展示
する本館では、今年で第３回目となる「宮本
三郎記念デッサン大賞展」を開催する。本展
では「明日の表現を拓く」をテーマに、全国
から自作作品を公募し審査を受け入選した
作品を展示する。

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　　）

能美市教育委員会生涯
学習課
(0761-58-2272)（能美市中央公民館、能美市文化協会）

第11回能美市総合文化祭
（展示部門）

10月31日(土)～
11月3日(火・祝)

根上総合文化会館、
根上学習センター、
寺井図書館

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11回能美市総合文化祭
（展示部門）

（能美市中央公民館）

11月6日(金)～
8日(日)

能美市教育委員会生涯
学習課
(0761-58-2272)

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。



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）

チャリティバザー

11月3日(火･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。

根上校下婦人会
(0761-55-4157)

（根上校下婦人会）

第１０回白山市図書館を使った調べ
学習コンクール入賞作品巡回展示

10月31日(土)～
11月29日(日)

松任図書館
美川図書館
鶴来図書館
かわち図書館

　約２０点の入賞作品を各市立図書館を巡
回して展示する。

松任図書館図書ｻｰﾋﾞｽ
課
(076-274-9877)（白山市立図書館）

おはなしてんこもり

11月7日(土)
松任図書館おはなしﾙｰ
ﾑ

　紙芝居、手遊び、読み聞かせ等、リレー形
式でおはなし会を展開する。

松任図書館図書ｻｰﾋﾞｽ
課
(076-274-9877)（松任図書館）

「マルシェ・ドゥ・ハクサン」&獅子まつり

11月1日(日) 白山市役所周辺
白山市産の農林水産物の販売に合わせ、
市内の獅子舞保存団体が獅子舞を披露す
る。

白山市教育委員会事務
局文化財保護課
(076-274-9579)

（松任獅子舞連盟）

川北町文化センター 教育、文化、自治、スポーツ賞の表彰
川北町教育委員会
(076-277-1111)

（　川北町　）

川北町文化の日記念講演

11月3日(火･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　）

白山市立
松任中川一政記念美術
館

中川一政の随筆から至言ともいえ
る言葉の数々を、絵画や書、陶器
など代表作と共に展観。

秋季テーマ展
「中川一政 -絵画（え）と至言（ことば）-」

（白山市立松任中川一政
記念美術館）

川北町表彰式

11月3日(火･祝)

9月5日(土)～
11月29日(日)

松任中川一政記念美術
館
(076‐275‐7532)



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）

郷土資料館企画展「馬の文化財展」

10月27日(火)～平成
28年1月24日(日)

野々市市郷土資料館
野々市市内の、馬に関する歴史や文化財を
展示・紹介。

野々市市教育委員会
文化課
(076-227-6122)（野々市市教育委員会）

ののいちマナビィフェスタ２０１５
10月25日(日)～11月

3日(火・祝)

中央公民館・文化会館
フォルテ・情報交流館カ
メリア・郷土資料館　他

芸能民謡祭・音楽祭・市民作品展・文化協
会展・文化財特別展　他

野々市市教育委員会
生涯学習課
(076-227-6116)（野々市市中央公民館）

古典の日推進事業
古典に耳を傾ける

11月1日(日)
玉川図書館
公開ホール

三味線の演奏
金沢市立玉川図書館
(076-221-1960)

（　玉川図書館　）

文化会館フォルテ
野々市市ふるさと歴史
館ほか

遺跡調査において解明しなかった謎などに
スポットを当てて展示を行う。

埋蔵文化財企画展
「発掘された「謎」」 11月1日(日)～

平成28年1月11日
(月)

野々市市教育委員会
文化課
(076-227-6122)（野々市市教育委員会）

企画展「奉納額の世界
－絵馬に込めた思い－」

（　白山市立博物館　）

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(火･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）

白山市内の代表的な絵馬・俳額等を展示。
白山市立博物館
(076-275-8922)

白山市立博物館
(076-275-8922)

11月1日(日)
11月15日(日)

白山市立博物館
研修室

奉納額について、民俗・美術的に学習する。

講座「奉納額の世界」

（　白山市立博物館　）

10月24日(土)～
11月29日(日)

白山市立博物館
特別展示室



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）

古典の日関連展示
11月4日(水)～

16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

なばたとしたかトークショー
および一日図書館長

11月1日(日)
泉野図書館
オアシスホール

絵本作家なばたとしたかさんのトークショー
となばた一日図書館長による募集絵画の入
選作品表彰式

金沢市立泉野図書館
(076-280-2345)

（　泉野図書館　）

こびとづかんＩＮ泉野図書館 10月28日(水)～
11月9日(月)

泉野図書館
オアシスホール

こびとづかんのパネルやジオラマ展示、映
画上映、募集絵画の展示ほか

金沢市立泉野図書館
(076-280-2345)

（　泉野図書館　）

山田ゆみ子さん絵本原画展
11月3日(火・祝)～

15日(日)
玉川こども図書館
おはなしの部屋前

山田ゆみ子さんの絵本の原画を展示
金沢市立玉川こども図
書館
(076-262-0415)（玉川こども図書館）

「古典の日」関連事業
劇団さくらんぼによる狂言

「附子（ぶす）」 11月1日(日)
玉川こども図書館
交流ホール

児童劇団による狂言の公演
金沢市立玉川こども図
書館
(076-262-0415)

（玉川こども図書館）

ものづくり学習セミナー

11月7日(土)予定
金沢海みらい図書館
交流ホール（予定）

ポリテクセンター石川と連携した電子工作教
室（予定）

金沢海みらい図書館
(076-266-2011)（金沢海みらい図書館）

「古典の日」関連事業
秋の和の三重奏

11月1日(日)
金沢海みらい図書館
交流ホール

金沢大学　竹糸会による、箏、三味線、尺八
のワークショップと演奏

（金沢海みらい図書館）

10月31日(土)
金沢海みらい図書館
集会室

金沢海みらい図書館
(076-266-2011)

（金沢海みらい図書館）

金沢海みらい図書館
(076-266-2011)

図書館職員による落語の絵本・紙芝居の読
み聞かせと、金沢市立森山町小学校落語ク
ラブ生徒による落語おはなし会



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）

（金沢市キゴ山ふれあいの里）

11月3日(火・祝) 金沢市教育プラザ
宇宙航空研究開発について、宇宙航空研究
開発機構（ＪＡＸＡ）の専門家と地域の一般の
方が意見交換を行う

金沢市キゴ山天体観察
センター
(076-229-1141)

（主催：宇宙航空研究開発機構）
（共催：金沢市教育委員会　　　）

里山体験塾
11月3日(火・祝) キゴ山周辺 間伐体験を通じて里山教育の知識を深める

金沢市キゴ山ふれあい
の里
(076-229-0583)

JAXAタウンミーティング

（　金沢市教育委員会　　）

11月7日(土) 医王山方面
トレッキングを通じて医王山の魅力を体感す
る

金沢市キゴ山ふれあい
の里
(076-229-0583)

（金沢市キゴ山ふれあいの里）

金沢市青少年健全育成推進大会

11月1日(日)予定
金沢市駅西健康ホール
すこやか

健全育成に功績のあった大人や優れた活
動を行った児童・生徒を表彰し、健全育成に
関する講演会を実施。

金沢市教育プラザ地域
教育センター少年育成
支援室
(076-220-2457)

科学実験教室

11月7日(土) 津幡町まちなか科学館
科学実験・科学工作を通して科学に対する
興味関心を持たせる。

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

津幡町教育委員会
生涯教育課
(076-288-2125)（津幡町・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(火･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）

キゴ山市民里山教室

文化の日記念行事
11月1日(日)～

3日(火･祝)

津幡町文化会館「シグ
ナス」
サンライフ津幡

町文化展（11月1日～11月3日）
子ども作品展（11月1日～11月3日）



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）

向粟崎公民館
(076-238-3373)（向粟崎公民館 ）

11月1日(日)
向粟崎公民館

向粟崎運動公園
向粟崎体育館

湯涌朝市・餅つき・模擬店・体験教室・教室
発表・お茶席

向粟崎公民館文化祭

さざなみ大学講座

11月5日(木) 井上公民館 人権擁護につて
井上公民館
(076-289-2436)

（井上公民館）

英田園芸愛好会・菊花展
11月1日(日)～

3日(火･祝)
津幡町英田コミュニティ
プラザ

園芸愛好会菊花展・盆栽展・サークル手芸
展・子ども書道展　など

津幡町英田公民館
(076-288-5995)

（津幡町英田公民館）

教養講座

11月5日(木)
津幡町萩野台コミュニ
ティプラザ

教養講座「糖尿病～自宅で気をつけてほし
いこと」

津幡町萩野台公民館
(076-288-1514)

（津幡町萩野台公民館）

調べる学習作品展
11月1日(日)～

8日(日)
津幡町立図書館 図書館を使った調べる学習作品の展示

津幡町立図書館
(076-288-2126)

（津幡町立図書館）

ミニおはなし会リレー
10月27日(火)～

11月8日(日)
津幡町立図書館

パネルシアター、絵本の読み聞かせ、紙芝
居など実施

津幡町立図書館
(076-288-2126)

（津幡町立図書館）

シニアゆるゆる教室

11月6日(金) 津幡町総合体育館
健康な身体づくりや、生きがいや活力を養う
ため誰もが親しめるスポーツ活動を行う

(一社)津幡町体育協会
総合型地域スポーツク
ラブ
(076-289-3161)（(一社）津幡町体育協会総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）



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）

大根布公民館
(076-286-0199)

旭ケ丘公民館文化祭

11月1日(日) 旭ケ丘公民館 模擬店・展示
旭ｹ丘公民館
(076-238-3347)

（旭ケ丘公民館）

緑台文化祭

11月1日(日) 緑台公民館 作品展示・模擬店
緑台公民館
(076-238-4771)

（緑台公民館）

　　　緑台文化祭　サークル発表会

11月3日(火･祝) 緑台公民館 サークル・教室発表会
緑台公民館
(076-238-4771)

（緑台公民館）

鶴ｹ丘西公民館
(076-286-1258)

（鶴ケ丘西公民館）

アカシア文化祭 10月31日(土)～
11月1日(日) 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
(076-238-3609)

（アカシア町会・アカシア公民館）

大根布公民館文化祭

11月1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）

鶴ケ丘西公民館文化祭

11月1日(日) 鶴ケ丘西公民館 作品展示・芸能発表・模擬店

内灘町表彰式

11月3日(火･祝) 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）

内灘町子ども大会

11月7日(土) 内灘町総合体育館 子どものスポーツ大会
内灘町教育委員会
(076-286-6717)（内灘町子ども会連絡協議会・

内灘町教育委員会）



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）

調べる学習作品展

10月25日(日)
  ～11月8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　）

おはなし会

11月1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　）

第12回かほく市生涯学習
フェスティバル

10月31日(土)～
11月1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）

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）

（かほく市生涯学習フェスティバル）
図書館まつり

10月31日(土)～
11月1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12回かほく市生涯学習
フェスティバル

10月31日(土)～
11月1日(日) かほく市立河北台中学

校周辺

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）

第12回かほく市生涯学習
フェスティバル

10月31日(土)～
11月1日(日) 石川県西田幾多郎記念

哲学館
展示室無料開放

内灘町総合文化祭
11月7日(土)､8日

(日)､15日(日)
内灘町文化会館

・地区公民館
作品展示・芸能発表他

内灘町教育委員会
(076-286-6717)（内灘町文化協会・

内灘町教育委員会）



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）
手づくり絵本作品展

10月25日(日)
  ～11月8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　）

古代米試食会

11月3日(火･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企画展
「絵図にみる江戸時代のはくい」 10月17日(土)～

11月23日(月･祝)
羽咋市歴史民俗資料館 江戸時代の羽咋がわかる絵図などを展示。

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）

羽咋市文化祭
11月1日(日)～

3日(火･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）

第１１回志賀町文化祭

11月1日(日)～
3日(火･祝)

志賀町文化ホール
児童生徒作品展
ジュニア版画展
ガールスカウト手作りプラ板アクセサリー

志賀町教育委員会生涯
学習課
(0767-32-9350)（志賀町・志賀町教育委員会）

第10回宝達志水町文化祭 10月31日(土)～
11月3日(火)

宝達志水町
さくらドーム２１

書、木版画、俳句、水墨画、短歌、生け花の
展示

宝達志水町生涯学習課
(0767-29-8320)（宝達志水町）

（宝達志水町文化協会）

中能登町文化まつり

11月1日(日)～
3日(火･祝)

ラピア鹿島、カルチャー
センター飛翔

保育園、小中学校、生涯学習講座受講生、
文化協会会員作品展、老人余技展、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
カルチャーセンター飛翔
(0767-72-4555)（中能登町文化協会）



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）

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）

七尾市文化協会
(0767-53-0596)

（俊友会合唱団）

第１１回七尾市民文化祭

11月1日(日)

（山原昌娃きもの着付学院）

第11回七尾市民文化祭
11月1日(日)～

3日(火･祝)

としょかんクラブ
「ボローニャ国際絵本原画展を観に行こ

う」
11月7日(土)

（主催：七尾美術作家協会
共催：（公財）七尾美術館 ）

七尾サンライフプラザ
12,13,21,22,24会議室

第11回七尾市民文化祭

11月1日(日)
七尾サンライフプラザ
大ホール

定期演奏会

第１１回七尾市民文化祭
11月2日(月)～

3日(火･祝)

フォーラム七尾
全ホール

着物着付けショー

（御祓公民館）

七尾サンライフプラザ
プロムナード

七尾菊花展覧会
七尾市文化協会
(0767-53-0596)

（七尾菊花会）

第61回七尾市美術展覧会
10月31日(土)～
11月3日(火･祝)

石川県七尾美術館

一般の部、ジュニアの部からなる公募展。
ジャンル：一般の部（日本画､洋画、彫刻､工
芸､書､写真）
ジュニアの部：絵画､習字、写真

七尾市美術作家協会
(0767-52-4755)
石川県七尾美術館
(0767-53-1500)

七尾市立中央図書館
市内小学生と美術館の展示を観に行き、
ワークショップ等に参加する。

七尾市立中央図書館
(0767-53-0583)

（七尾市立中央図書館）

第39回御祓文化展
11月2日(月)～

3日(火･祝)
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をＰＲ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)

七尾市文化協会
(0767-53-0596)



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１１回七尾市民文化祭

11月8日(日) サンビーム日和ケ丘 七尾まだら伝承
七尾市文化協会
(0767-53-0596)

（七尾まだら伝承会）

第１１回七尾市民文化祭

11月8日(日)
七尾サンライフプラザ
大ホール

能楽を楽しむ
七尾市文化協会
(0767-53-0596)

（能登宝生会　）

第１１回七尾市民文化祭

11月3日(火･祝)
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)

（ルビーフォーク）

第１１回七尾市民文化祭

11月3日(火･祝)
七尾サンライフプラザ
茶室ほか

茶会で茶道を楽しむ
七尾市文化協会
(0767-53-0596)

（七尾茶道会）

第１１回七尾市民文化祭

11月2日(月)～
3日(火･祝)

七尾サンライフプラザ
第21.22会議室

着物着付けショー
七尾市文化協会
(0767-53-0596)

（北陸京都きもの総合学院　）

第１１回七尾市民文化祭
11月1日(日)～

3日(火･祝)
能登食祭市場　研修室 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１１回七尾市民文化祭
11月4日(水)～

6日(金)
フォーラム七尾
中ホール

絵画の展示
七尾市文化協会
(0767-53-0596)

（画友会　”風”）



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１１回七尾市民文化祭

11月8日(日)
能登島生涯学習セン
ター

加盟5団体による作品展
七尾市文化協会
(0767-53-0596)

（文化協会能登島支部）

穴水町歴史民俗資料館無料開放

11月3日(火･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　）

能登中居鋳物館無料開放

11月3日(火･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　）

住吉文化祭

11月3日(火･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　）

穴水町文化祭

11月3日(火･祝)
   ～4日(水)

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　）

能登町立羽根万象美術
館

・現代美術作品もしくは東京公募展への出
品作品の展示
・潮会会員の油絵作品の展示

能登町文化協会事務局
(0768-62-2164)

（　能登町文化協会　）

能登町民文化祭
10月31日(土)
～11月1日(日)

芸術の部（内浦体育館）
芸能の部（内浦第２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
(0768-62-2164)

（　能登町文化協会　）

石川県柳田星の観察館「満天星」
無料開放

11月3日(火･祝)
石川県柳田星の観察館

「満天星」
満天星を広く町民に開放し、親しんでもらう。

石川県柳田星の観察館
｢満天星｣
(0768-76-0101)（　能登町教育委員会　）

能登町美術展
10月27日(火)

～11月10日(火)



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）

ふるさと門前川柳優秀作品展

10月24日(土)～
11月8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）

こどもにおすすめの本の展示

10月24日(土)～
11月8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）

読書スタンプラリー

10月1日(木)～
12月1日(火)

輪島市立図書館
輪島市立門前図書館
輪島市立図書館町野分
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）

「2015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24日(土)～
11月8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）

読書週間ポスター展

10月24日(土)～
11月8日(日)

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）

（　穴水町教育委員会　）

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 特別展「前田斉泰の能登巡見」
穴水町歴史民俗資料館
(0768-52-2231)



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４５回珠洲市文化祭
11月2日(月)～

3日(火･祝)
珠洲商工会議所

芸術展（絵画展・生花展・水石展・文芸展・
書道展）

珠洲市教育委員会事務
局
(0768-82-7826)

（珠洲市文化協会）

第４５回珠洲市文化祭
11月2日(月)～

3日(火･祝)
飯田わくわく広場 芸術展（お茶席・生花展）

珠洲市教育委員会事務
局
(0768-82-7826)（珠洲市文化協会）

第４５回珠洲市文化祭
11月2日(月)～

3日(火･祝)
ラポルトすず

芸術展（お茶席・珠洲焼展・生花展・菊花展・
組紐展・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）

無料開放

10月31日(土)～
11月3日(火･祝)

石川県輪島漆芸美術館
輪島市民文化祭に協賛し、入館料の全額を
免除。

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）

企画展
「匠たちの変貌－戦後漆芸の足跡－」 9月11日(金)～

11月9日(月) 石川県輪島漆芸美術館

戦後の価値観の変化の中、生活や社会に
ねざした造形を求めるなど多様な活動が開
始された。飛躍的な進歩を遂げた輪島漆芸
界の軌跡を紹介する。

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）

第１０回輪島市民文化祭
｢あいの風｣

10月31日(土)～
11月8日(日)

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
県輪島漆芸美術館 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）


