
平成２９年度「いしかわ教育ウィーク」における取組

2 市町の取組（118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)

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

泉野図書館交流祭
演劇公演

金沢市立泉野図書館

金沢市立泉野図書館 076-280-2345

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

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

古典の日推進事業
狂言公演

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1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

10月28日

玉川図書館
集会室

「方丈記」の解説講座です

11月3日

玉川図書館
公開ホール

和楽器の演奏を行います

11月3日

泉野図書館
オアシスホール

泉野図書館の交流施設を利用して活
動する団体（劇団アンゲルス）による演
劇公演を開催します

11月5日

泉野図書館
オアシスホール

「平家物語講座」と「薩摩琵琶弾き語り」
を上演します

11月3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
開催します

11月3日

玉川こども図書館
交流ホール

「加賀宝生子ども塾」狂言教室の修了
生による狂言公演です



古典の日推進事業
謡・仕舞公演

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

東京国立近代美術館工芸館名品展連
携事業　金沢卯辰山工芸工房　平成29
年度特別展「乾漆 -KANSHITSU-展」

金沢卯辰山工芸工房

金沢卯辰山工芸工房 076-251-7286

第12回北大呑祭 北大呑公民館

北大呑公民館 0767-59-1124

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１３回七尾市民文化祭
（七尾菊花会）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

第１３回七尾市民文化祭
（七尾市華道協会）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

第１３回七尾市民文化祭
（七尾茶道会）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

第１３回七尾市民文化祭
（能登ピアノレスナー会）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

11月4日

玉川こども図書館
交流ホール

「加賀宝生子ども塾」謡・仕舞教室の修
了生による謡・仕舞公演です。

10月7日
～11月20日

金沢卯辰山工芸工房

奈良時代から続く技法でありながら、現
在でも更なる可能性を秘めた技法であ
る「乾漆」を紹介します。様々な乾漆作
品に加え、技法や道具なども併せて展
示し、作り手の視点も感じられる展覧会
です。

11月5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5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

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です。

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

七尾サンライフプラザ
大ホール

ピアノコンサート及び公開レッスン



第１３回七尾市民文化祭
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

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

第１３回七尾市民文化祭
（ルビーフォーク）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

第１３回七尾市民文化祭
（日本皐月協会能登支部、七尾山草

会、七鹿盆栽会）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

第１３回七尾市民文化祭
（田鶴浜支部）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

第１３回七尾市民文化祭
（琴城流大正琴 能登琴静支部）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

第１３回七尾市民文化祭
（俊友会合唱団）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

第１３回七尾市民文化祭
（能登島支部）

七尾市文化協会

七尾市文化協会
0767-53-0596

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

ワークパル七尾
多目的ホール

フォークダンスを楽しむ

11月3日～4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4日

サンビーム日和ヶ丘

囲碁・将棋大会

11月5日

フォーラム七尾
多目的全ホール

大正琴のアンサンブルコンサート

11月5日

七尾サンライフプラザ
大ホール

定期演奏会

11月5日

能登島地区
コミュニティセンター

作品展示・芸能発表



秋季特別展「埴輪群像は何を願うか－
祈りの歴史を考える－」

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
テーマ展示「読書推進」 小松市立図書館

小松市立図書館 0761-24-5311

第21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

企画展「やわたの匠」展 小松市文化創造課
小松市文化創造課 0761-24-8130

特別展「那谷寺と白山信仰」 小松市立博物館

小松市立博物館 0761-22-0714

特別展「生誕１１０年二代德田八十吉
展」

小松市立博物館

小松市立博物館 0761-22-0714

特別企画展「絵画と詩文～東山魁夷を
中心に～」

小松市立本陣記念美術館

小松市立本陣記念美術館 0761-22-3384

「第4回宮本三郎記念デッサン大賞展」 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

企画展「宮本三郎の絵画世界」 宮本三郎ふるさと館

宮本三郎ふるさと館 0761-43-3032

第19回小松市小学生駅伝大会
小松市体育協会

公益社団法人小松市体育協会
0761-23-5961

秋季特別展「埴輪群像は何を願うか－
祈りの歴史を考える－」

小松市埋蔵文化財センター

10月7日
～12月7日 小松市埋蔵文化財

センター

矢田野エジリ古墳出土人物埴輪（重要
文化財）を中心に、祈りや祭りの歴史を
考えます。

10月末
～11月初旬

小松市立
図書館

読書週間の期間でもあり，「読書推進」
をテーマにそれに関連する本を並べる

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4日
～12月17日

登窯展示館
八幡で工房を構える作家たちの上絵付
け、染付けなどの作品をご紹介します。

9月30日
～11月26日 小松市立博物館

白山開山１３００年に合わせてゆかりの
資料や那谷寺が所蔵する名宝を特別
に公開します。

9月23日
～12月3日

小松市立錦窯展示館

二代德田八十吉の生誕１１０年・歿後２
０年を記念した特別展。その作陶の歩
みと人となりを紹介します。

9月16日
～12月10日 小松市立本陣記念美

術館

東山魁夷ほか、画家たちの絵画と詩文
を共に紹介。

9月23日
～12月3日 宮本三郎美術館

デッサンの新しい表現を求めて行って
いる公募展。51点の入賞・入選作を展
示

9月23日
～12月3日

宮本三郎美術館　分館
ふるさと館

宮本三郎の作品を紹介（本館ではデッ
サン大賞展のため）

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7日
～12月17日 小松市埋蔵文化財セン

ター

矢田野エジリ古墳出土人物埴輪（重要
文化財）を中心に、祈りや祭りの歴史を
考えます。



小松市埋蔵文化財センター 0761-47-5713
特別企画展「鉱物と化石」～あなたの

知らない珠玉たちの横顔ー
石川県立尾小屋鉱山資料館

石川県立尾小屋鉱山資料館 0761-67-1122
ﾁｪﾝﾊﾞﾛ演奏会 空とこども絵本館

空とこども絵本館 0761-23-0033
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
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
シルバー健康体操教室 小松市立松陽公民館
小松市立松陽公民館 0761-23-6585

水引教室 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

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

健康ヨーガ教室 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

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

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
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

10月7日
～12月17日 小松市埋蔵文化財セン

ター

矢田野エジリ古墳出土人物埴輪（重要
文化財）を中心に、祈りや祭りの歴史を
考えます。

7月22日
～11月7日

石川県立尾小屋鉱山
資料館

鉱物になった化石を展示します

11月3日 絵本館ホール「夢の本
棚」

絵本とともにチェンバロの音色を楽しみ
ます

11月2日
稚松公民館

男の美学を求めて
視察研修・料理等を行います

11月7日
石川県警察本部

バスを使ってピクニックをします

11月2日
松陽地区体育館

音楽に合わせた体操やレクレーション
を通して健康保持・増進を図ります

11月7日
松陽地区体育館

水引を使い、細工の難しさと楽しさとを
体験します

11月1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

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7日
西部地区体育館

体と心を健康にします

11月1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1日 南部公民館
２階視聴覚室・会議室

作品展示・芸能発表

11月7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7日

板津地区体育館

呼吸と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維持します

11月1日 板津地区体育館
研修室

筆づかいを学び毛筆文化を味わいます



プラネタリウム特別プログラム
「星を見上げて命を想う」

ひととものづくり科学館

ひととものづくり科学館 0761-22-8610
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

「2017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
0768-22-2926

輪島市立図書館
0768-22-2926

輪島市立門前図書館
0768-42-0129

わじまどくしょスタンプラリー
輪島市立図書館
0768-22-2926

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

ふるさと門前川柳優秀作品展

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

輪島市立門前図書館
0768-42-0129

輪島市立図書館町野分館
0768-32-0316

第１２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

没後50年記念
「竹園自耕 蒔絵と図案」

石川県輪島漆芸美術館

石川県輪島漆芸美術館 0768-22-9788

11月3日

サイエンスヒルズこまつ

星空解説に加え、宇宙とつながる私た
ちの物語についての講演です。

10月27日～
11月15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27日～
11月30日

輪島市立図書館
輪島市立門前図書館

テーマに沿った本の展示・貸出をしま
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

小学生以下を対象に、本を借りるごと
に「スタンプラリーカード」にスタンプを１
個押印し、30冊読んだら記念品を贈り
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3日
～5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。

9月9日
～11月6日 石川県輪島漆芸美術

館

輪島初の帝展作家となった蒔絵師・竹
園自耕の歩みを、その作品や図案を通
してたどりつつ、後の輪島漆芸の隆盛
へと導いた功績を振り返ります。



輪島市民文化祭「あいの風」協賛特別
無料開放

石川県輪島漆芸美術館

石川県輪島漆芸美術館 0768-22-9788

第47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）

珠洲市文化協会事務局
（珠洲市教育委員会）

0768-82-7826

家庭教育支援事業
加賀市教育委員会

生涯学習課

加賀市教育委員会
生涯学習課

0761－72－7980

おはなしの泉 加賀市山中図書館

加賀市山中図書館 0761-78-4441

ちょびっこおはなし会 加賀市立中央図書館

加賀市立中央図書館 0761-73-0888

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

11月3日～5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3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、珠洲商

工会議所、飯田わくわく
広場

市内の芸術芸能文化団体による美の
祭典です。お茶席・生花展などの芸術
展と民謡・舞踊などの芸能まつりにわ
かれて開催します。

11月3日

セミナーハウスあいりす

ＮＨＫ・Ｅテレ「すくすく子育て」でおなじ
みの大豆生田啓友先生（玉川大学教
育学部教授）をお呼びして、「いまどき
の子育てに大切なこと」―幸せ子育て
のコツ―と題して講演会を開催します。

11月5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
行います。

11月2日

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
せ相談などを行います。

11月3日

加賀市立
中央図書館

「体操」・「呼吸」・「瞑想」この3つの要素
で体と心を健康にします



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

第4回加賀市美術展 加賀市美術館

加賀市美術館 0761-72-8787

第９回雪のデザイン賞入選作品展 中谷宇吉郎雪の科学館

中谷宇吉郎雪の科学館 0761-75-3323

開館15周年記念特別企画展
大観時代のわざ

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

レンジャー直伝！
ガンカモウオッチング講座

加賀市鴨池観察館

加賀市鴨池観察館 0761-72-2200

11月5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。

10月28日
～11月19日

加賀市美術館

加賀市の美術作家が一堂に会する総
合美術展です。

10月26日～
2月13日

中谷宇吉郎
雪の科学館

 雪や氷をモチーフにした公募「第9回雪
のデザイン 賞」に入選した作品を展示
します。

10月28日
～2月4日

魯山人寓居跡　いろは
草庵

魯山人寓居跡いろは草庵と石川県九
谷焼美術館の共催で、北大路魯山人を
テーマに特別企画展を開催します。い
ろは草庵では「大観時代のわざ」と銘打
ち、若き北大路魯山人を紹介します。

11月3日～5日
午前10時・午後2時
（入館者数に応じて

前後します）
加賀市

鴨池観察館

入館者の方を対象に、カモ類の識別方
法や行動など、冬鳥ウオッチングが楽
しくなるポイントをレンジャーがお話しい
たします。



展観施設の無料開放
加賀市観光交流課

文化振興室

加賀市観光交流課文化振興室 0761－72－7988

市民歴史講座「北前船」
加賀市観光交流課

文化振興室

加賀市観光交流課文化振興室 0761－72－7988

秋期企画展
「九谷陶器会社より」 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

開館15周年特別記念展①「魯山人と初
代須田菁華展」 石川県九谷焼美術館

石川県九谷焼美術館 0761-72-7466

写真と陶ridori展 深田久弥山の文化館

深田久弥山の文化館 0761-72-3313

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

10月7日、14日、21
日、28日、11月4

日、11日
加賀交流プラザ「さくら」

北前船が日本遺産に認定されたことを
記念して開催する連続講座

10月4日
～1月8日

加賀市九谷焼窯跡展
示館

時代は明治、「民営九谷本窯」の後を
受け操業した「九谷陶器会社」と、そこ
に縁の窯元・陶工達の作品を展示しま
す。

10月28日
～2月4日

石川県九谷焼美術館

北大路魯山人は生前、陶芸の師匠は
初代須田菁華だと述べています。師弟
関係にある菁華と魯山人の美的世界
を、多種多様な作品の数々をとおして
紹介します。

10月21日
～11月13日

深田久弥山の文化館
聴山房

主に山を撮った写真と九谷焼技術研修
所卒業生による作品展です



企画展
「寺家遺跡と気多大社」

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

古代米試食会・勾玉づくり
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
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

第14回かほく市生涯学習
フェスティバル

かほく市教育委員会
生涯学習課

かほく市教育委員会
生涯学習課

076-283-7137

展示室無料開放
石川県西田幾多郎記念

哲学館

石川県西田幾多郎記念哲学館
076-283-6600

展示室無料開放 うみっこらんど七塚
うみっこらんど七塚 076-283-8880

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

10月3日
～11月30日

羽咋市歴史民俗
資料館

寺家遺跡出土品と気多大社関連資料
を展示し、羽咋市の歴史を紹介します。
寺家遺跡は豊富な神祭りの道具が出
土し、古代の気多大社の様子を知るこ
とができる貴重な遺跡です。

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。滑石
を使った勾玉づくり体験も行います。

11月3日～4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1日～12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1日～12日
羽咋市立図書館

図書館を使った調べる学習コンクール
の入賞作品を展示します。

11月4日
羽咋市立図書館

絵本の読み聞かせや紙芝居を行い、ま
つぼっくりを使ってミニ工作を作ります。

10月28～29日

かほく市立河北台中学
校周辺

生涯学習活動を行っている方々の活動
成果を発表の場として、河北台中学校
周辺を会場に、芸能発表や作品展示等
を行います。

10月28～29日

石川県西田幾多郎記
念

哲学館

かほく市生涯学習フェスティバルに合
わせて展示室を無料開放します。

10月28～29日 うみっこらんど七塚
「海と渚の博物館」

かほく市生涯学習フェスティバルに合
わせて展示室を無料開放します。

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。



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

秋季展
 「中川一政の薔薇

　 -ムーヴマンを描く-」
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
特別展「白山下山仏と加賀禅定道」 白山市立博物館

白山市立博物館 076-275-8922

第13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

第13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
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

くらしの道具
～火の文化展　集う・灯す・暖まる～

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

ののいちマナビィフェスタ2017
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

学びの杜ののいちカレード開館記念企
画展　米林宏昌展『つながる輪』

学びの杜ののいち
カレード

学びの杜ののいち
カレード

076-248-8099

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。

9月2日
～11月26日 白山市立松任

中川一政
記念美術館

白山市ゆかりの画家中川一政(文化勲
章受章)の〈薔薇〉にスポットを当て、画
中の動きや自らの感動の表現を追求し
続けた姿勢を紹介します。

10月21日
～11月26日

白山市立博物館
白山下山仏と加賀禅定道の文化財を
紹介します。

11月3日～5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、菊の販売なども同
時に行います。

11月5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。

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。

10月11日
～1月21日 野々市市

郷土資料館

「火」に関する歴史や文化を、道具やパ
ネルで紹介します。

10月21日
～11月3日

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。

11月1日
～28日 学びの杜ののいちカ

レード　野々市市民学
習センター

野々市市出身のアニメーション映画監
督･米林宏昌氏の原画を中心に紹介し
ます。



文庫本を素敵にリメイクしよう～ハード
カバー仕上げ～

学びの杜ののいち
カレード

学びの杜ののいち
カレード

076-248-8099

万華鏡工作教室
学びの杜ののいち

カレード
学びの杜ののいち

カレード
076-248-8099

心とカラダ･自然によりそうお料理教室
～美人Foodクッキング～

学びの杜ののいち
カレード

学びの杜ののいち
カレード

076-248-8099

カンタン陶芸体験
学びの杜ののいち

カレード
学びの杜ののいち

カレード
076-248-8099

Kaleido LIVE
学びの杜ののいち

カレード
学びの杜ののいち

カレード
076-248-8099

おはなし会
学びの杜ののいち

カレード
学びの杜ののいち

カレード
076-248-8099

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60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

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 076-288-2127

11月3日
学びの杜ののいちカ
レード　野々市市民学

習センター

本の表紙を布貼りハードカバーにリメイ
クするワークショップです。

11月4日
学びの杜ののいちカ
レード　野々市市民学

習センター

手作りの万華鏡を作るワークショップで
す。

11月5日
学びの杜ののいちカ
レード　野々市市民学

習センター

美人Food研究家･栄養士の菊地代緒
恵氏による料理教室です。

11月5日
学びの杜ののいちカ
レード　野々市市民学

習センター

はじめて陶芸を楽しむ子ども向けの入
門企画です。

11月5日
学びの杜ののいちカ
レード　野々市市民学

習センター

ムーンライトJAZZオーケストラによる演
奏をお楽しみください。

11月3日～5日
学びの杜ののいちカ
レード　野々市市立図

書館

子どもたちに絵本の読み聞かせを行う

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。

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。

10月28日
～11月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。



第46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

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

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

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
緑台公民館文化祭 緑台公民館

緑台公民館 076-238-4771

アカシア文化祭 アカシア公民館

アカシア公民館 076-238-3609

第１３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

宝たちビジネスアカデミー
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

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

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
の作品を展示します。

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・教育奨励費・
スポーツ奨励賞等の表彰を行います。

11月5日
井上公民館

井上の歴史と文化遺産をめぐります。

11月2日～4日
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

11月3日
緑台公民館

作品展示・模擬店・体験ｺｰﾅｰ

11月3日

アカシア公民館

11月3日～5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～5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3日
宝達志水町生涯学習セ

ンターさくらドーム21

小学生が会社の設立から、商品開発、
販売、決算、解散までの商売の一連の
流れを体験します。模擬店を設置し、実
践販売をします。

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22

保育所、小中学校、文化協会、一般応
募作の展示、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）



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
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
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

特別展「青山杉雨先生書簡展」

11月3日
能登中居鋳物館

能登中居鋳物館を無料開放

11月3日
住吉公民館

一般、児童の作品展示

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）。

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28日
～11月19日

穴水町歴史民俗資料
館


