
平成２８年度「いしかわ教育ウィーク」関連事業調査票

2 市町の取組（122事業）
事業名

（実施主体）
実施期間 実施場所 事業内容

問い合わせ先
(電話番号)

第４０回
金沢市市民大学講座

金沢市教育委員会
生涯学習課

（金沢市教育委員会
生涯学習課）

（076-220-2441）

キゴ山市民里山教室
金沢市キゴ山ふれあい

研修センター
（金沢市キゴ山ふれあい

研修センター）
（076-229-0583）

古典の日推進事業
古典文学講座

金沢市立玉川図書館

（金沢市立玉川図書館） （076-221-1960）

古典の日推進事業
古典に耳を傾ける

金沢市立玉川図書館

（金沢市立玉川図書館） （076-221-1960）

古典の推進事業 金沢市立泉野図書館

（金沢市立泉野図書館　） （076-280-2345）

泉野図書館・金沢美術工芸大学共同
企画10周年記念展「ことば」後期展

金沢市立泉野図書館

（金沢市立泉野図書館　） （076-280-2345）

古典の日推進事業
劇団さくらんぼによる公演

金沢市立玉川こども図書館

（金沢市立玉川こども図書館） （076-262-0415）

11月7日 金沢市文化ホール

各界の第一線で活躍している著名人や
有識者による講演を通して、受講生が
自らの生き方を考え、今後の人生に資
するとともに、学びによって金沢のまち
づくりを考えるきっかけとなることを目的
として開催します。

11月5日 泉野図書館

「平家物語講座」と「薩摩琵琶弾き語り」
を上演

11月2日
～27日

泉野図書館

金沢美術工芸大学大学院絵画専攻の
学生の作品等を展示

11月3日 玉川こども図書館

児童劇団による古典を演目とした公演

11月2日 医王山

トレッキングを通じて医王山の魅力を体
感します

11月3日
玉川図書館

集会室

「万葉集」の解説

11月5日
玉川図書館
公開ホール

和楽器の演奏



古典の日推進事業
海みらい落語おはなし会

金沢市立金沢海みらい図書館

（金沢市立金沢海みらい図書館） （076-266-2011）

-みんなでつくるトイザウルスの世界-
ハッピーパラダイズ

金沢市立金沢海みらい図書館

（金沢市立金沢海みらい図書館） （076-266-2011）

第11回北大呑祭 北大呑公民館

（北大呑公民館） （0767-59-1124）

能登島の未来を考える
シンポジウム

能登島地域づくり協議会

（能登島地域づくり協議会） （0767-84-1110）

わくわく能登島ふれあいまつり
～食と文化のフェスティバル～

能登島地域づくり協議会

（能登島地域づくり協議会） （0767-84-1110）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（七尾菊花会） （0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（七鹿盆栽会、日本皐月協会能登支部、七尾山草会） （0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（七尾市華道協会） （0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（北陸京都きもの綜合学院） （0767-53-0596）

11月5日
金沢海みらい図書館

集会室

図書館職員による落語の絵本・紙芝居
の読み聞かせと、小学生児童とアマ
チュア落語家による落語おはなし会を
開催

11月5日
金沢海みらい図書館

交流ホール

藤浩志氏制作「ハッピーパラダイズ」を
海みらい図書館で展示
一般応募者を募集し、展示設営に参加
するワークショップを開催

11月6日
北大呑公民館
北大呑体育館

公民館生涯学習の１年間の成果を展
示するとともに、各町内公民館活動、各
種団体の報告を兼ねた文化展を開催し
ます。

11月3日
能登島地区

コミュニティセンター

先進地より講師、アドバイザーを招き、
能登島の若手中心にパネルディスカッ
ション形式でのシンポジウムを開催しま
す。

11月6日
能登島地区

コミュニティセンター

能登島あげての秋の文化イベントを開
催します。地域の皆さんによる展示、防
災フェスティバル、食イベントを一同に
行います。

11月1日
～3日

七尾サンライフプラザ
プロムナード

七尾菊花展覧会

11月2日
～3日

能登食祭市場
パーラーのと

盆栽、さつき、山野草の展示

11月2日
～3日

七尾サンライフプラザ
第１２・１３・２４会議室

５流派（池坊、草月流、小原流、古流、
嵯峨御流）による合同いけ花展

11月2日
～3日

七尾サンライフプラザ
第２１・２２会議室

帯結び展



第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（草月流 七尾中央会） （0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（七尾茶道会） （0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭 七尾市文化協会

(七尾市文化協会山原昌娃きもの着付学院)

(松井吉子きもの着付教室)
(河原佐代子きもの着付教室)

（0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（ルビーフォーク） （0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（能登宝生会） （0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（画友会“風”） （0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（俊友会合唱団） （0767-53-0596）

第１２回七尾市民文化祭
七尾市文化協会

（文化協会能登島支部） （0767-53-0596）

メンズカフェ 小松市立稚松公民館

（小松市立稚松公民館） （0761-24-5850）
11月2日

丸内中学校
１階集会室

男の美学を求めて
（俳句・料理・体操教室等）
今回は、うどん打教室です。

11月2日
～3日

七尾サンライフプラザ
第２１・２２会議室

いけ花展

11月3日
七尾サンライフプラザ

茶室・和室・展示ホール

茶会で茶道を楽しむ

11月3日
フォーラム七尾
多目的全ホール

着物着付けショー

11月3日
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

能登島地区コミュニティ
センター

作品展示・芸能発表

11月5日
七尾サンライフプラザ

大ホール

能楽を楽しむ

11月5日
～7日

フォーラム七尾
大ホール

絵画の展示

11月6日
七尾サンライフプラザ

大ホール

定期演奏会

11月6日



バスピク 小松市立稚松公民館

（小松市立稚松公民館） （0761-24-5850）

ペタンククラブ 小松市立稚松公民館

（小松市立稚松公民館） （0761-24-5850）

合唱教室「ひまわり」 小松市立芦城公民館

（小松市立芦城公民館） （0761-21-6821）

太極拳教室 小松市立松陽公民館

（小松市立松陽公民館） （0761-23-6585）

ピラティス教室 小松市立松陽公民館

（小松市立松陽公民館） （0761-23-6585）

健康ヨーガ教室 小松市立安宅公民館

（小松市立安宅公民館） （0761-22-5764）

健康ダンス教室 小松市立安宅公民館

（小松市立安宅公民館） （0761-22-5764）

初心者のための太極拳教室 小松市立安宅公民館

（小松市立安宅公民館） （0761-22-5764）

健康体操教室 小松市立南部公民館

（小松市立南部公民館） （0761-43-3911）

11月1日 那谷寺

バスを使ってピクニックをします。

11月5日
丸内中学校
１階集会室

ニュースポーツで元気に楽しく体力づく
りをします。

11月1日
芦城地区生涯学習セン

ター

豊かな感受性や想像力、美しいものに
感動する心を育みながら表現の楽しさ
を味わう教室です。

11月4日 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
の強化やバランス感覚を回復させ、健
康の保持増進を図ります。

11月2日 松陽地区体育館

ピラティスを通じて地域住民の健康保
持・増進を図ります。

11月1日 西部地区体育館

「体」と「心」を健康にします。

11月4日 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。
また、人とのコミュニケーションを図って
楽しみます。

11月2日 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
と体を整え健康を保ちます。

11月2日
南部公民館

１階視聴覚室・会議室

ストレッチ体操やレクレーションで楽しく
体を動かします。



着物着付け教室 小松市立南部公民館

（小松市立南部公民館） （0761-43-3911）

こども絵画教室 小松市南部公民館

（小松市南部公民館） （0761-43-3911）

書道教室 小松市立南部公民館

（小松市立南部公民館） （0761-43-3911）

健康ヨーガ 小松市立南部公民館

（小松市立南部公民館） （0761-43-3911）

茶道体験教室 小松市立南部公民館

（小松市立南部公民館） （0761-43-3911）

将棋教室 小松市立第一公民館

（小松市立第一公民館） （0761-23-2414）

書道教室 小松市立板津公民館

（小松市立板津公民館） （0761-23-7747）

健康太極拳教室 小松市立板津公民館

（小松市立板津公民館） （0761-23-7747）

リフレッシュ体操教室 小松市立板津公民館

（小松市立板津公民館） （0761-23-7747）

11月1日
南部公民館

１階和室

自分で着物をきれるように着付けを学
びます。

11月4日
南部公民館
１階会議室

子どもの成長期における大切な感性
を、絵画をとおして表現し、豊かな人間
性を養います。

11月5日
南部公民館

１階視聴覚室

基本にそった正しい字の書き方を学び
ます。

11月2日
南部公民館

１階視聴覚室・会議室

「体操」「呼吸」「瞑想」この３つの要素で
体と心を健康にします。

11月4日
南部公民館

１階和室

日本の伝統文化の茶道をとおして礼
儀・作法を学びます。

11月4日
第一地区

コミュニティセンター
１階工作室

将棋をとおして、先を読むこと、礼儀や
作法も学びます。

11月2日
板津地区体育館

２階 研修室

書きながら筆づかいを学び毛筆文化を
味わいます。

11月1日 板津地区体育館

深い呼吸と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
心と体を整え健康を維持します。

11月4日 板津地区体育館

音楽に合わせてストレッチ体操や楽しく
身体を動かし、心身ともに健康の維持・
増進を図ります。



はじめての朗読講座
（４回目）

小松市立図書館

（小松市立図書館） （0761-24-5311）

チェンバロ演奏会 空とこども絵本館

（空とこども絵本館） （0761-23-0033）

秋季企画展「こまつ石の文化誌」 小松市埋蔵文化財センター

（小松市埋蔵文化財センター） （0761-47-5713）

第20回小松市民茶会 小松市文化創造課

（小松市文化創造課） （0761-24-8130）

特別展
「小松の石と文化」

小松市立博物館

（小松市立博物館） （0761-22-0714）

特別展「人物礼賛
～宮本三郎が描いた人々～」

小松市立宮本三郎美術館

（小松市立宮本三郎美術館） （0761-20-3600）

館蔵品展
「色いろな魅力」

本陣記念美術館

（本陣記念美術館） （0761-22-3384）

企画展
「小松のやきもの」

小松市立博物館

（小松市立博物館） （0761-22-0714）

日本遺産バスツアー 小松市立博物館

（小松市立博物館） （0761-22-0714）

11月6日
小松市立
図書館

物語、エッセイ、詩など様々な作品を通
して、発声や発音、イントネーションなど
の基本からちょっとしたコツを学びま
す。

11月3日
絵本館ホール
「夢の本棚」

チェンバロの演奏会と絵本の読み聞か
せです。

10月1日
～12月18日

小松市埋蔵文化財
センター　展示室

定期演奏会

11月3日
仙叟屋敷ならびに玄庵
市民ギャラリールフレ

毎年11月3日の文化の日に開催してい
ます。市内２流派が秋深まる芦城公園
内の茶室「仙叟屋敷ならびに玄庵」、
「市民ギャラリールフレ」の２会場でお茶
席を設けます。

10月1日
～12月18日

小松市立博物館

日本遺産認定を記念して、小松の石と
文化とのかかわりを紹介する特別展。
貴重な歴史資料や小松産の鉱物も多
数展示されます。

9月22日
～12月4日

小松市立
宮本三郎美術館

洋画家　宮本三郎が描いた人物画の
魅力を5つのテーマで紹介します。

10月1日
～12月18日

本陣記念美術館

館蔵品を様々な色に着目して楽しむ展
覧会です。

9月13日
～12月11日

錦窯展示館

古くから知られてきた小松のやきもの
の歴史を、作品を通して紹介します。

11月6日 小松市内

日本遺産の認定を記念して現地を巡る
ツアーを開催します。



銅鑼の音　鑑賞会 本陣記念美術館

（本陣記念美術館） （0761-22-3384）

第18回小松市小学生駅伝大会 （公社）小松市体育協会

（（公社）小松市体育協会） （0761-23-5961）

読書週間ポスター展 輪島市立図書館

（輪島市立図書館） （0768-22-2926）

「2016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
輪島市立図書館

（輪島市立図書館） （0768-22-2926）

読書スタンプラリー

（輪島市立図書館）

こどもにおすすめの本の展示 輪島市立門前図書館

（輪島市立門前図書館） （0768-42-0129）

ふるさと門前川柳優秀作品展 輪島市立門前図書館

（輪島市立門前図書館） （0768-42-0129）

第１１回輪島市民文化祭
｢あいの風｣

輪島市教育委員会文化課

（輪島市教育委員会文化課） （0768-22-7666）

輪島市立図書館
（0768-22-2926）

門前図書館
（0768-42-0129）

町野分館
（0768-32-0316）

11月3日 本陣記念美術館

銅鑼作りの名人　初代魚住為楽の銅鑼
を実際に叩いて、その音色を楽しみま
す。

11月3日 小松運動公園

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
あい連帯感を深めます。

10月22日
～11月9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します。

10月22日
～11月9日

輪島市立図書館

テーマにそった本の展示をします。

10月1日
～11月30日

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個押印し、市
内の図書館で児童対象に行います。

10月22日
～11月9日

輪島市立門前図書館

テーマにそった本の展示をします。

10月22日
～11月9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します。

11月1日
～6日

輪島市文化会館
門前会館

門前東小学校体育館
等

文化芸術団体の日頃の活動の成果を
発表する場として、毎年、文化の日を中
心に作品展、音楽祭、芸能祭等が各会
場で開催されています。



開館25周年記念特別展
「漆椀の世界

－時代椀と輪島塗椀－」

公益財団法人
石川県輪島漆芸美術館

（公益財団法人
石川県輪島漆芸美術館）

（0768-22-9788）

無料開放
公益財団法人

石川県輪島漆芸美術館
（公益財団法人

石川県輪島漆芸美術館）
（0768-22-9788）

第４６回珠洲市文化祭
珠洲市文化協会事務局

（珠洲市教育委員会事務局）

（珠洲市文化協会事務局
（珠洲市教育委員会事務局））

（0768-82-7826）

第４６回珠洲市文化祭
珠洲市文化協会事務局

（珠洲市教育委員会事務局）

（珠洲市文化協会事務局
（珠洲市教育委員会事務局））

（0768-82-7826）

すすめ！ふるさと探検隊
いって！みて！わかった！！

第3弾

加賀市教育委員会事務局
生涯学習課

（加賀市教育委員会事務局
生涯学習課）

（0761-72-7980）

図書館名画座 加賀市立中央図書館

（加賀市立中央図書館） （0761-73-0888）

おはなしの森 加賀市立中央図書館

（加賀市立中央図書館） （0761-73-0888）

放送大学石川学習センター
公開講演会

加賀市立中央図書館

（加賀市立中央図書館） （0761-73-0888）

9月10日
～11月7日

石川県輪島漆芸
美術館

食と生活に密接に関わってきた漆椀の
変遷を縄文から現代に至るまで様々な
角度から紹介します。歴史的名椀や漆
芸作家の果敢な挑戦から生まれた椀、
輪島塗の見本椀など様々な漆椀を一
堂に展示します。

11月2日
～3日

石川県輪島漆芸
美術館

輪島市民文化祭に協賛して開催期間
中の2日間を無料開放日とし、漆芸美
術品をより多くの方々に鑑賞していただ
く機会を設けるものです。

11月2日
～3日

ラポルトすず

芸能まつり
（大正琴、筝曲、尺八、三味線、謡曲、
民謡、民舞、日本舞踊、吟剣詩舞、フラ
ダンス、郷土民謡、郷土芸能）

11月2日
～3日

ラポルトすず
飯田わくわく広場
珠洲商工会議所

芸術展
（お茶席、生花展、菊花展、文芸展、珠
洲焼展、写真展、水石展、書道展、絵
画展）

11月6日 加賀市大聖寺　町内

加賀市大聖寺の城下町を専門家と一
緒に歩き、名所旧跡について学びま
す。小学生親子を対象とします。

11月3日 加賀市立中央図書館

古典名作映画の上映をします。

11月6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いま
す。

11月6日 加賀市立中央図書館

チェンバロの演奏会と絵本の読み聞か
せです



おはなしの泉 加賀市立山中図書館

（加賀市立山中図書館） （0761-78-4441）

展観施設の無料開放
加賀市　観光戦略部

観光交流課　文化振興室

（加賀市　観光戦略部
観光交流課　文化振興室）

（0761-72-7988）

第45回企画展　自然礼賛 魯山人寓居跡　いろは草庵

（魯山人寓居跡　いろは草庵） （0761-77-7111）

秋期企画展　浅井一毫没後100年
「一毫マンダラ」

～兄・弟・ゆかりの人々～
加賀市九谷焼窯跡展示館

（加賀市九谷焼窯跡展示館） （0761-77-0020）

特別企画展
「初代中村秋塘とその一門展」

石川県九谷焼美術館

（石川県九谷焼美術館） （0761-72-7466）

第３回加賀市美術展 加賀市美術館

（加賀市美術館） （0761-72-8787）

いしかわ歴史遺産認定記念
漂着神の聖地

羽咋市教育委員会
文化財室/歴史民俗資料館

（羽咋市教育委員会
文化財室/歴史民俗資料館 ）

（0767-22-5998）

11月6日 加賀市山中図書館

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
行います。

11月3日 市内展観施設

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）の入館料、観覧料が
無料となります

7月7日
～11月15日

魯山人寓居跡
いろは草庵

自然に最たる「美」を見出した魯山人。
大自然の恵みにふさわしい器を求め、
古陶磁や自然を見本として自分の作品
へと昇華させていった魯山人の作品を
紹介いたします。

10月5日
～1月10日

加賀市九谷焼窯跡
展示館

江沼九谷・赤絵細描の名工、浅井一毫
没後100年に因み、一毫とその弟子・下
出梅仙、一毫の兄・竹内吟秋とその弟
子達・大聖寺「維新社」社中の作品を展
示予定です。

10月１日
～1月22日

石川県九谷焼美術館

明治から大正にかけて、精緻な赤絵金
彩の画風で名声を博した初代中村秋
塘。彼が生み出した赤絵の名品をはじ
め、再現不可能ともいわれる独自様式
の砡質手、さらには門下から輩出した
陶工たちの作品も紹介します。

10月29日
～11月20日

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

10月25日
～11月27日

羽咋市
歴史民俗資料館

平成27年度に、いしかわ歴史遺産に登
録された『漂着神の聖地』に関する資料
展示を、写真パネルなどを使って行い
ます。



古代米試食会
羽咋市教育委員会

文化財室/歴史民俗資料館
（羽咋市教育委員会

文化財室/歴史民俗資料館 ）
（0767-22-5998）

羽咋市文化祭
羽咋市教育委員会

生涯学習課
（羽咋市教育委員会

生涯学習課）
（0767-22-9331）

小学校「国語」教科書のあゆみ展 羽咋市立図書館

（羽咋市立図書館） （0767-22-9777）

図書館を使った
調べる学習コンクール作品展示

羽咋市立図書館

（羽咋市立図書館） （0767-22-9777）

秋のおはなし会＆ミニ工作 羽咋市立図書館

（羽咋市立図書館） （0767-22-9777）

おはなし会 かほく市立中央図書館

（かほく市立中央図書館） （076-285-1377）

調べる学習作品展 かほく市立中央図書館

（かほく市立中央図書館） （076-285-1377）

手づくり絵本作品展 かほく市立中央図書館

（かほく市立中央図書館） （076-285-1377）

第１１回白山市図書館を使った
調べ学習コンクール表彰式

松任図書館図書サービス課

（松任図書館図書サービス課） （076-274-9877）

11月3日
羽咋市

歴史民俗資料館

古代米の土器炊飯の実演と、炊き上
がった古代米の試食を行います。

11月2日
～3日

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）の発表等を行います。

11月2日
～13日

羽咋市立図書館

「戦後の教科書」と「現代の教科書」を
展示を行います。

11月2日
～13日

羽咋市立図書館

第１８，１９回の入賞作品を展示を行い
ます。

11月5日 羽咋市立図書館

幼児・児童を対象に、絵本や紙芝居の
読み聞かせやパネルシアターを行いま
す。
また、まつぼっくりを使って工作を作り
ます。

11月6日 かほく市立中央図書館

おはなしボランティアによるおはなし会
を開催します。

10月23日
～11月6日

かほく市立中央図書館

図書館を使った調べる学習コンクール
の応募作品の優秀作品を展示します。

10月23日
～11月6日

かほく市立中央図書館

手づくり絵本作品の応募作品の優秀作
品を展示します。

11月5日 松任学習センター

最優秀賞、優秀はくさん賞、優秀賞、佳
作を受賞した児童生徒の表彰並びに最
優秀賞作品の発表と受賞者インタ
ビューを行います。



第１１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

松任図書館図書サービス課

（松任図書館図書サービス課） （076-274-9877）

千代女の里俳句館開館10周年記念事業
千代女の里俳句館・一茶記念館

交換展示　「信濃の一茶」
千代女の里俳句館

（千代女の里俳句館） （076-276-0819）

松任中川一政記念美術館
開館30周年記念

「没後25年 中川一政展
－壮心不已（そうしんやまず）-」

松任中川一政記念美術館

（松任中川一政記念美術館） （076-275-7532）

企画展「屏風でみる郷里「はくさん」
ゆかりの絵師たち」

白山市立博物館

（白山市立博物館） （076-275-8922）

東大寺領横江荘遺跡ウォーク
白山市教育委員会

文化財保護課

（白山市教育委員会文化財保護課） （076-274-9579）

第12回能美市総合文化祭（展示部門）
能美市教育委員会

生涯学習課

（能美市教育委員会生涯学習課） （0761-58-2272）

チャリティバザー 根上校下婦人会

（根上校下婦人会） （0761-55-4157）

第12回能美市総合文化祭
（発表部門）文化協会合同公演

能美市教育委員会
生涯学習課

（能美市教育委員会生涯学習課） （0761-58-2272）

11月5日
～12月4日

松任図書館
美川図書館
鶴来図書館

かわち図書館

約１５点の入賞作品を各市立図書館を
巡回して展示を行います。

9月16日
～11月27日

白山市立
千代女の里俳句館

白山市が誇る江戸時代の女流俳人 加
賀の千代女と、江戸時代後期の日本を
代表する俳人　小林一茶の貴重な作品
や資料を両館で交換展示します。

9月10日
～11月27日

白山市立
松任中川一政
記念美術館

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いま
す。

10月29日
～12月18日

白山市立博物館

梶野玄山、村山翠屋など白山市にゆか
りの絵師の屏風作品を展示します。

11月6日 白山市立博物館他

新たに史跡津が追加指定された東大
寺領横江荘遺跡について、白山市文化
財保護課の職員が説明しながら歩きま
す。

11月3日
～6日

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
作品を展示します。
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いま
す。

11月3日 根上総合文化会館

根上校下婦人会によるチャリティバ
ザーです。収益金は赤い羽根共同募金
へ寄付されます。

11月6日 根上総合文化会館

能美市文化協会所属の各団体が日頃
の練習の成果を披露します。



秋季特別展
「能美の年中行事と食」

能美市立博物館

（能美市立博物館） （0761-52-8050）

ののいちマナビィフェスタ2016
野々市市教育委員会

生涯学習課

（野々市市教育委員会
生涯学習課）

（076-227-6116）

おざしきの彩り
～華道・茶道の文化財～

野々市市教育委員会
文化課

（野々市市教育委員会
文化課）

（076-227-6122）

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

野々市市教育委員会
教育総務課

（野々市市教育委員会
教育総務課）

（076-227-6113）

川北町表彰式 川北町教育委員会

（川北町教育委員会） （076-277-1111）

川北町文化の日記念講演 川北町教育委員会

（川北町教育委員会） （076-277-1111）

第59回津幡町文化展覧会
津幡町教育委員会

生涯教育課

（津幡町教育委員会
生涯教育課）

（076-288-2125）

第45回津幡町子ども会作品展
津幡町教育委員会

生涯教育課
（津幡町教育委員会

生涯教育課）
（076-288-2125）

10月20日
～11月20日

博物館

昭和中期～後期にかけて行われてい
た「年中行事」とそこで供された「食」を
紹介します。

10月22日
～23日、
11月3日

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

音楽祭や芸能民謡祭、作品展示をとお
して生涯学習の充実を目指します。

10月9日
～1月23日

野々市市
郷土資料館

市内の華道・茶道に関係する文化財を
展示・紹介します。

11月3日
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）等の表彰式を
行います。

11月3日 川北町文化センター

教育、文化、自治、スポーツ賞の表彰
を行います。

11月3日 川北町文化センター

講師を招いて講演会を開催します。

11月1日
～3日

津幡町文化会館
「シグナス」

サンライフ津幡

町の一般募集による文化展覧会。およ
そ20のジャンルから約500点の作品を
展示します。併せてお茶会も開催しま
す。

11月1日
～3日

サンライフ津幡

町内小学校の児童による絵や習字等
の作品が展示します。



津幡町・津幡町教育委員会
表彰贈呈式

津幡町教育委員会
教育総務課

（津幡町教育委員会
教育総務課）

（076-288-8508）

科学実験・工作教室
津幡町教育委員会

教育総務課
（津幡町教育委員会

教育総務課）
（076-288-8508）

ミニおはなし会リレー 津幡町立図書館

（津幡町立図書館） （076-288-2126）

調べる学習作品展 津幡町立図書館

（津幡町立図書館） （076-288-2126）

英田園芸愛好会・菊花展 津幡町英田公民館

（津幡町英田公民館） （076-288-5995）

笠野公民館まつり 津幡町笠野公民館

（津幡町笠野公民館） （076-288-0760）

さざなみウォーク 津幡町井上公民館

（津幡町井上公民館） （076-288-8261）

緑台文化祭 緑台公民館

（緑台公民館） （076-238-4771）

緑台文化祭　サークル発表会 緑台公民館

（緑台公民館） （076-238-4771）

11月3日
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を行います。

11月6日 津幡町まちなか科学館

科学に対する興味関心を高めるさまざ
まな科学実験・科学工作を体験できま
す。

10月27日
～11月9日

津幡町立図書館

パネルシアター、絵本の読み聞かせ、
紙芝居などを行います。

11月1日
～9日

津幡町立図書館

図書館を使った調べる学習の作品を展
示します。

11月3日
～5日

津幡町英田公民館

園芸愛好会菊花展・盆栽展・サークル
手芸展・子ども書道展などを開催しま
す。

11月6日 津幡町笠野公民館

文化展・グラウンドゴルフ大会・ソフトバ
レー大会を開催します。

11月6日 津幡町井上公民館

井上の歴史と文化遺産をめぐります。

11月3日 緑台公民館

作品展示・模擬店

11月3日 緑台公民館

白山市が誇る江戸時代の女流俳人 加
賀の千代女と、江戸時代後期の日本を
代表する俳人　小林一茶の貴重な作品
や資料を両館で交換展示します。



アカシア文化祭 アカシア公民館

（アカシア公民館  ） （ 076-238-3609）

内灘町表彰式 内灘町教育委員会

（内灘町教育委員会） （076-286-6717）

内灘町子ども大会 内灘町教育委員会

（内灘町教育委員会） （076-286-6717）

第１２回志賀町文化祭
志賀町教育委員会

生涯学習課
（志賀町教育委員会

生涯学習課）
（0767-32-9350）

文化余技展
志賀町教育委員会
生涯学習センター

（志賀町教育委員会
生涯学習センター）

（0767-32-2970）

宝達志水町文化祭
宝達志水町教育委員会

生涯学習課
（宝達志水町教育委員会

生涯学習課）
（0767-29-8320）

中能登町文化まつり
中能登町教育委員会

生涯学習課

（中能登町教育委員会生涯学習課） （0767-76-1900）

穴水町歴史民俗資料館
無料開放

穴水町歴史民俗資料館

（穴水町歴史民俗資料館） （0768-52-2231）

能登中居鋳物館
無料開放

能登中居鋳物館

（能登中居鋳物館） （0768-56-1231）

11月6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）

11月3日 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

11月5日 内灘町総合体育館

子どものスポーツ大会

11月1日
～3日

志賀町文化ホール

記念式典、講演会、舞台発表
文化協会・児童生徒・一般応募作品の
展示

11月3日
～6日

富来活性化センター

教室・サークル活動の作品展示

11月2日
～3日

宝達志水町生涯学習
センターさくらドーム２１

保育所、小中学校、文化協会会員作品
展、芸能発表会等

11月2日
～3日

ラピア鹿島
カルチャセンター飛翔

文化芸術活動を通した交流、発表の場
とする。（保育園、小中学校文化協会会
員作品展、芸能発表等）

11月3日
穴水町歴史民俗資料

館

穴水町歴史民俗資料館を無料開放

11月3日 能登中居鋳物館

能登中居鋳物館を無料開放



住吉文化祭 住吉公民館

（住吉公民館） （0768-56-1212）

穴水町文化祭 のとふれあい文化センター

（のとふれあい文化センター） （0768-52-3410）

穴水町歴史民俗資料館
特別展

穴水町歴史民俗資料館

（穴水町歴史民俗資料館） （0768-52-2231）

石川県柳田星の観察館
「満天星」無料開放

石川柳田星の観察館
「満天星」

（石川柳田星の観察館
「満天星」）

（0768-76-0101）

11月3日 住吉公民館

一般、児童の作品展示

11月3日
～4日

のとふれあい
文化センター

Ｂ＆Ｇ海洋センター

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

10月29日
～11月20日

穴水町歴史民俗
資料館

特別展「半島国能登の城館」

11月3日
石川柳田星の観察館

「満天星」

プラネタリウムと天体観望会を無料でご
利用いただけます（天体観望会は要予
約）。


