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中村記念美術館 春の茶会

　　 （4～9月）
開催日／開催市町／会場／料金／お問い合わせ先

※料金は原則として一席の料金です。

　　  （10～3月）
開催日／開催市町／会場／料金／お問い合わせ先

※料金は原則として一席の料金です。
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ひゃくまんさんと親子でお抹茶体験

中村記念美術館 秋の茶会（仮）

紅葉茶会

（1  ）茶室一般公開と呈茶

第7回夏休み親子茶道教室
　&和菓子作り
8月（予定）／【小松市】／仙叟屋敷ならびに玄庵／500円
／☎0761-24-8130／小松市文化創造課

安楽庵ふれあい茶会
9月10日（日）／【白山市】／松任安楽庵／700円／
☎076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うるわ
し内）

茶室一般公開と呈茶
　～ほっと一服 喫茶去～
9月24日（日）／【小松市】／仙叟屋敷ならびに玄庵／
500円（見学のみは無料）／0761-24-8130／小松市文
化創造課

観月茶会
9月30日（土）／【白山市】／松任ふるさと館／700円／☎
076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うるわし内）

重陽の節句茶会
9月（予定）／【金沢市】／旧園邸「松向庵」／1,000円
／☎076-220-2190／金沢文化振興財団

一般呈茶会
10月1日（日）／【能美市】／能美市根上学習センター

「松海庵」／500円／☎0761-57-0030／能美市茶道
協会（寺井地区公民館内）

金沢城・兼六園大茶会
10月7日（土）～9日（月・祝）／【金沢市】／兼六園時雨
亭ほか5会場／3,000円（3席、予定）／☎076-260-3581
／石川県茶道協会（北國新聞社事業局内）

月見の茶会
10月7日（土）／【内灘町】／惜亭および隣接の和風庭
園／500円／☎076-286-6716／内灘町茶道協会（内
灘町教育委員会生涯学習課内）

小松市どんどんまつり茶会
10月8日（日）／【小松市】／石川県こまつ芸術劇場うらら
／500円（前売）、700円（当日）／☎0761-21-3121／
小松市どんどんまつり実行委員会（小松商工会議所内）

安楽庵ふれあい茶会
10月8日（日）／【白山市】／松任安楽庵／700円／☎
076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うるわし内）

余喜ふれあい祭り 茶会
10月15日（日）／【羽咋市】／羽咋市立余喜小学校／
無料／☎0767-26-0254／余喜ふれあい祭り実行委員会

（余喜公民館内）

秋のミュージアムウィーク茶道教室
10月21日（土）・22日（日）／【金沢市】／石川県立能
楽堂別館「対青軒」「犀庵」／800円／☎076-264-2598
／石川県立能楽堂

女性会グループによるお茶会
10月22日（日）／【津幡町】／津幡町文化会館シグナス

「深見亭」／無料／☎076-288-8526／津幡町内の女
性会グループ

お煎茶を楽しむ会
10月29日（日）／【七尾市】／七尾市サンライフプラザ
／500円／☎0767-53-0596／七尾市文化協会

かほく市生涯学習
　フェスティバル 茶会
10月29日（日）／【かほく市】／かほく市七塚生涯学習セン
ター／400円（前売）、500円（当日）／☎076-283-7137
／かほく市生涯学習課

金沢秋のおもてなし茶会
10月（予定）／【金沢市】／松涛庵／500円／
☎076-220-2442／金沢市文化政策課

ののいちマナビィフェスタ 2017 お茶席
10月下旬～11月上旬／【野々市市】／野々市市文化
会館フォルテ／500円／☎076-227-6116／マナビィフ
ェスタ実行委員会（野々市市生涯学習課内）、野々市市茶
道協会

中村記念美術館 秋の茶会（仮）
11月上旬／【金沢市】／中村記念美術館「耕雲庵」／
1,200円／☎076-221-0751／中村記念美術館、中村
記念美術館友の会

第13回志賀町文化祭 茶会
11月1日（水）～3日（金・祝）／【志賀町】／志賀町文
化ホール／無料／☎0767-32-9350／志賀町文化協会

（志賀町教育委員会生涯学習課内）

第47回珠洲市文化祭 茶席
11月2日（木）・3日（金・祝）（予定）／【珠洲市】／ラポ
ルトすず／無料／☎0768-82-7826／珠洲市文化協会

（珠洲市教育委員会事務局内）

中能登町文化まつり お茶会
11月2日（木）・3日（金・祝）／【中能登町】／生涯学
習センターラピア鹿島／無料～200円（予定）／
☎0767-76-1900／中能登町文化まつり実行委員会

（中能登町教育委員会生涯学習課内）

第60回津幡町文化展覧会 茶会
11月3日（金・祝）／【津幡町】／津幡町文化会館シグ
ナス「深見亭」／無料／☎076-288-8526／津幡町文
化協会、津幡町教育委員会

七尾市民文化祭 茶会
11月3日（金・祝）／【七尾市】／七尾市サンライフプラ
ザ／1,500円（2席）／☎0767-53-0596／七尾市文化
協会（池田家内）

羽咋市文化祭  茶会
11月3日（金・祝）／【羽咋市】／コスモアイル羽咋／
無料／☎0767-22-9331／羽咋市教育委員会生涯学習課

穴水町文化祭 お茶席
11月3日（金・祝）／【穴水町】／のとふれあい文化センター／
300円／☎0768-52-3401／穴水茶道会

第21回小松市民茶会
11月3日（金・祝）／【小松市】／仙叟屋敷ならびに玄庵、
小松市民ギャラリールフレ／2席で1,500円（前売）、2,000
円（当日）、高校生以下1,000円／☎0761-24-8130／
小松市民茶会実行委員会（小松市文化創造課内）

能美市総合文化祭 抹茶席、煎茶席
11月3日（金・祝）・5日（日）／【能美市】／抹茶席（3日）：
能美市根上学習センター「松海庵」、煎茶席（5日）：能美市根
上総合文化会館／500円、小学生以下300円（予定）／☎
0761-57-0030／能美市茶道協会（寺井地区公民館内）

市民お茶会
11月3日（金・祝）／【白山市】／松任ふるさと館／
1,500円（前売）、2,000円（当日）／☎076-274-2511
／白山市茶道協会（市民工房うるわし内）

第41回銭五茶会
11月5日（日）／【金沢市】／銭五の館／1,500円／☎
076-267-7744／石川県銭屋五兵衛記念館

第13回能登町文化祭 茶席
11月5日（日）／【能登町】／内浦総合運動公園／無料
／☎0768-72-2509／能登町文化協会

紅葉茶会
11月中旬（2日間）／【金沢市】／金沢城公園「玉泉
庵」／720円／☎076-234-3800／金沢城・兼六園管
理事務所

内灘町総合文化祭 お茶席
11月12日（日）／【内灘町】／内灘町文化会館／300円
／☎076-286-6716／内灘町茶道協会（内灘町教育委
員会生涯学習課内）

安楽庵ふれあい茶会
11月12日（日）／【白山市】／松任安楽庵／700円／☎
076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うるわし内）

千里浜町民文化祭 茶会
11月23日（木・祝）／【羽咋市】／羽咋市立千里浜公
民館／無料／☎0767-22-0148／千里浜公民館

一般呈茶会
12月3日（日）／【能美市】／能美市根上学習センター

「松海庵」／500円／☎0761-57-0030／能美市茶道
協会（寺井地区公民館内）

雪見茶会
2月3日（土）／【白山市】／千代女の里俳句館／700円
／☎076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うるわ
し内）

花と緑ののいち椿まつり2018
　お茶席
3月17日（土）・18日（日）（予定）／【野々市市】／野々
市市文化会館フォルテ／500円／☎076-227-6121／花
と緑ののいち椿まつり実行委員会（野々市市文化課内）、
野々市市茶道協会

中村記念美術館 春の茶会
3月21日（水・祝）／【金沢市】／中村記念美術館「旧
中村邸」／1,000円／☎076-221-0751／中村記念美
術館

第38回 津幡町椿展 茶会
3月25日（日）／【津幡町】／津幡町文化会館シグナス

「深見亭」／無料／☎076-288-8526／祐閑寺名月椿保存
会、津幡町笠井公民館

安楽庵ふれあい茶会
6月11日（日）／【白山市】／松任安楽庵／700円／
☎076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うるわ
し内）

一般呈茶会
6月18日（日）／【能美市】／能美市根上学習センター

「松海庵」／500円／☎0761-57-0030／能美市茶道
協会（寺井地区公民館内）

茶室一般公開と呈茶
　～ほっと一服 喫茶去～
6月25日（日）／【小松市】／仙叟屋敷ならびに玄庵／
500円（見学のみは無料）／☎0761-24-8130／小松
市文化創造課

七夕茶会
7月8日（土）／【白山市】／千代女の里俳句館／700
円／☎076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房う
るわし内）

安楽庵ふれあい茶会
7月9日（日）／【白山市】／松任安楽庵／700円
／☎076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うる
わし内）

穴水町長谷部まつり 茶席
7月中旬／【穴水町】／穴水町さわやか交流館プルート
／300円／☎0768-52-2951／穴水茶道会

緑陰の茶会
7月17日（月・祝）／【かほく市】／うみっこらんど七塚／
300円（1席、高校生までは無料）／☎076-222-6273
／茶道裏千家淡交会石川支部

親子で楽しむ茶道入門
7月下旬／【金沢市】／中村記念美術館「耕雲庵」／
300円／☎076-221-0751／中村記念美術館

薪能・納涼茶会
8月4日（金）／【白山市】／千代女の里俳句館／700円／
☎076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うるわ
し内）

百万石こども茶会
8月6日（日）／【金沢市】／旧園邸「松向庵」／500円
／☎076-233-0082／表千家同門会石川県支部

ひゃくまんさんと親子で
　お抹茶体験
8月（予定）／【金沢市】／金沢城公園「玉泉庵」／720
円（要予約）／☎076-234-3800／金沢城・兼六園管
理事務所

房うるわし／2席で1,200円／☎076-274-2511／白
山市茶道協会（市民工房うるわし内）

8第40回銭五茶会
5月7日（日）／【金沢市】／石川県銭屋五兵衛記念館・
銭五の館／1000円（野点のみ）、2,000円（本席・野点
席）／☎076-267-7744／石川県銭屋五兵衛記念館

9安楽庵ふれあい茶会
5月14日（日）／【白山市】／松任安楽庵／700円
／☎076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うる
わし内）

アカシアロマンチック祭 野点
5月21日（日）／【内灘町】／中国庭園／300円／
☎076-286-6716／内灘町茶道協会（内灘町教育委
員会生涯学習課内）

茶室一般公開と呈茶
　～ほっと一服 喫茶去～
5月28日（日）／【小松市】／仙叟屋敷ならびに玄庵／
500円（見学のみは無料）／☎0761-24-8130／小松
市文化創造課

初夏の文化祭 茶会
6月上旬（予定）／【志賀町】／富来活性化センター／
無料／☎0767-32-9350／志賀町文化協会（志賀町
教育委員会生涯学習課内）

第61回百万石茶会
6月3日（土）・4日（日）／【金沢市】／兼六園時雨亭
およびその周辺7会場／2,000円（前売2席券）、1,500
円（当日1席券）／☎076-263-1154／金沢百万石まつ
り実行委員会（金沢商工会議所内）

熊本地震復興支援
　チャリティー茶会（仮）
6月3日（土）・4日（日）／【輪島市】／輪島市文化会館
／500円／☎0768-22-7666／輪島市文化協会茶道
部会（輪島市教育委員会文化課内）

1茶室一般公開と呈茶
　～ほっと一服 喫茶去～
4月2日（日）／【小松市】／仙叟屋敷ならびに玄庵／
500円（見学のみは無料）／☎0761-24-8130／小松
市文化創造課

2桜花茶会
4月2日（日）／【加賀市】／石川県九谷焼美術館／
1,000円／☎0761-72-6366／NPO法人さろんど九谷

（石川県九谷焼美術館内）

3かほく四季まつり お茶会
4月8日（土）／【かほく市】／かほく市高松中町通り周辺／
300円／☎076-283-7105／かほく市まつり実行委員
会（かほく市産業振興課内）

4安楽庵ふれあい茶会
4月9日（日）／【白山市】／松任安楽庵／700円／☎
076-274-2511／白山市茶道協会（市民工房うるわし内）

5「仙叟屋敷ならびに玄庵」
　開庵20周年記念茶会
4月22日（土）／【小松市】／宮本三郎美術館／
1,000円（前売）、1,500円（当日）／☎0761-24-8130
／小松市文化創造課

6第34回 県民みどりの祭典 野点
4月29日（土・祝）／【津幡町】／石川県森林公園／
無料／☎076-225-1641／石川県森林管理課

7いしかわ・白山 風と緑の楽都音楽祭
　2017 協賛事業 お茶会めぐり
4月30日（日）／【白山市】／松任ふるさと館、市民工

県・市町・茶道団体等が主催し、公共の施設または
それに準ずる場所で開催され、会員等に限らず誰でも
参加可能な茶会を掲載しています。 

※開催日時・会場・料金等は変更になる場合が
　ありますので、おでかけ前にご確認ください。

2017年4月～2018年3月
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