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【ウィークリーいしかわ】
毎週日曜 PM5：25～5：30

【石川まるごと探検隊】

【石川ほっとニュース】
毎週土曜　PM5：55～6:00　

【県からのおしらせ】
毎週火・金曜　PM2：30頃（3分間）

【素敵にモーニング】
毎週日曜　AM9：55～10：00

5月2日（日） AM7：30～8：00
「いしかわ子ども交流センター」

【ほっと石川】
5月8日（土） PM5：15～5：30
「能登原子力センター」

ホームページ www.pref.ishikawa.jp E-mail  e130500b@pref.ishikawa.lg.jp　行政相談 　 076（225）1100

所在地／金沢市兼六町１-１  www.ishikawa-densankan.jp/

平成22年4月28日    　毎週水曜日掲載

聴　く

参加する

体験する

　 0761（51）8500  www.ishikawazoo.jp/0761（51）8500  www.ishikawazoo.jp/
いしかわ動物園

　 ０７６７（８４）１２７１ www.notoaqua.jp/０７６７（８４）１２７１ www.notoaqua.jp/
のとじま水族館

　 ０７６（２７２）３４１７  www.furekon.jp/

　 ０７６（２４７）８９９９
www.notoaqua.jp/fureai/supochuu/

０７６（２７２）３４１７  www.furekon.jp/

０７６（２４７）８９９９
www.notoaqua.jp/fureai/supochuu/

ふれあい昆虫館

健民スポレクプラザ
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広報
テレビ 朝日毎週日曜 PM5：25～5：30 毎週土曜　PM5：55～6:00　

ホームページ www.pref.ishikawa.jp E-mail e130500b@pref.ishikawa.lg

お待ちかねゴールデンウィーク到来。県外への行楽もいいけれど、地元石川にも
家族で、友人で楽しめるイベントが目白押しです。
お出かけのスケジュールに加えてみてはいかが？

ペンギンのお出迎え（５/２（日）～5（水）９：００～１０：００)

重
文「
蒔
絵
和
歌
浦
図
見
台
」清
水
九
兵
衛

トキのライブ映像大好評
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）見やすい工夫＆迫力満点！見やすい工夫＆迫力満点！

パンサーウォークイン完成パンサーウォークイン完成

ヒョウ・ピューマに大接近！

5/5（
水）

中学生
以下

入園無
料

料　金／一般 810円 3歳以上中学生以下 400円
所在地／能美市徳山町600
開園時間／9:00～17:00(入園は16:30まで)

見やすい工夫＆迫力満点！
パンサーウォークイン完成

春のふれあいまつり

「ヒョウ・ピューマパドック」では、ガラスのトンネル「パンサーウォークイン」から動物たちの
テリトリーに潜入。「イヌワシパドック」ではガラス面から迫力ある姿を見ることができます。

ウサギ、ポニーなど小動物とのふれあい（４/２９(木)～５/５(水））
ゾウやキリンへのおやつタイム（４/２９(木)～５/５(水)11：30、13：00〈4/30は11：30のみ〉）
屋台村の開設（５/１(土)～５(水)）
特別展「トキ」（ライブ映像をはじめ、はく製や骨格標本など）

運行期間:５/2(日)～５(水)
発着場所:能美市岩内地内、能美市辰口庁舎周辺

無料
シャトルバスで
動物園へ

DATA

現在の美術館の前身である石川県美術館
の時代から半世紀間に収蔵した3,076件
のうち、秀作297件を公開
会    期／５/１６(日)まで(会期中無休)
開館時間／９：３０～１８：００（入館は１７：３０まで）
              土曜日は１９：００まで（入館は１８：３０まで）
観覧料／一般８００円　大学生６００円　小中高生２００円
所在地／金沢市出羽町２-１ www.ishibi.pref.ishikawa.jp

　 ０７６（２３１）７５８０県立美術館
名品に遊ぶ 石川県立美術館の半世紀の歩み

泉鏡花、徳田秋聲、室生犀星はじめ県にゆかりの深い作家らの日常
生活が垣間見えるスナップ写真や原稿などを展示
会    期／６/３０(水)まで
開館時間／９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
入場料／一般３５０円　大学生２８０円　高校生以下無料
所在地／金沢市広坂２-２-５ www.pref.ishikawa.jp/shiko-kinbun/

　 ０７６（262）5464
石川近代文学館（石川四高記念文化交流館内）
作家百景 ‒写真から見る作家の素顔‒

アラブ首長国連邦建国４０周年にあたり、その
一国シャルジャ首長国と金沢大学の協力で開催
する、わが国初のアラビア半島考古学の展覧会
会　期／６/６(日)まで(会期中無休)
開館時間／９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
入館料／一般７５０円　大学生６００円　６５歳以上６００円　高校生以下無料
所在地／金沢市出羽町3-１ www.pref.ishikawa.jp/muse/rekihaku/

　 ０７６（２62）３２３６県立歴史博物館
シャルジャ、砂漠と海の文明交流
‒アラビアの歴史遺産と文化‒

「加賀八家」本多家のルーツについて初公開の史料も含め紹介
会　期／７/２５(日)まで
開館時間／９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
入館料／一般５００円　中高大生３５０円　小学生２５０円
コレクション展示  広重の「東海道五十三次」を公開
所在地／金沢市出羽町３-１ www.honda-museum.jp/

　 ０７６（２６１）０５００藩老本多蔵品館
特別展
「戦国から江戸を駆け抜けた親子 ‒本多正信・正純・政重」

会　期／５/１３(木)まで  開館時間／１０：００～１８：００
入場料／５００円（中学生以下無料）

日時／５/２(日)１０：００～12：30、１３：30～16：00、無料

日時／4/２9(木)、５/3(月)、4(火)、5(水)
　　　１3：００～13：30、１5：00～15：30（５/4のみ１4：30～15：00）、無料
所在地／金沢市広坂２-１-１  www.shiinoki-geihinkan.jp

　 ０７６（２６１）１１１１しいのき迎賓館
オープン記念特別展
「石川とルイ･ヴィトン ものづくりへのこだわり」

しいのきコンサート （屋内クラシック音楽）

ラ・フォル・ジュルネ金沢エリアイベント
「吹奏楽の日～楽しいポップスコンサート＆マーチングステージ」

5/2(日) 金沢ジュニアジャズオーケストラ「JAZZ 21」
　　　　  13：30～、15：00~、無料
5/4(火)石と遊ぼう！  13：00～16：00、無料
5/5(水)「焱太鼓」と太鼓をたたこう！ 11：00～、14：00～、無料
5/1(土)～5(水) 「金ぱくはり・和紙手すき」体験　
                        10：00～15：00、有料（材料費）

　 ０７６（２６２）２０２０県立伝統産業工芸館

日 月 火 水 木 金 土
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カレンダー

5/5（
水）

中学生
以下

入館無
料

料 金／一般１，３２０円 ３歳以上 中学生以下 ４００円   所在地／七尾市能登島曲町１５部４０
開館時間／９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）（５/２(日)～５(水)は１８：００まで延長営業）

イルカ・アシカショー
特別企画“ドルフィンカップ”
（４/２９（木）～６/３０（水）10：００、１1：3０、
13：００、１4：3０、16：００）
イルカのドリブル、シュート、アシカのリフティング
など、水族館のスターたちがプロサッカー選手顔
負けの華麗な技を次々と披露します。

5日は中学生以下の先着300人にペンギンの羽お守りをプレゼント

運行期間:５/3(月)～５(水)
発着場所:能登島大橋手前

無料シャトルバスで
水族館へ

DATA

そっくり親子や黄金色の虫集合

5/5（
水）

中学生
以下

入館無
料

料　金／一般４００円　小中高生２００円 所在地／白山市八幡町戌３
開館時間／９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）

スプリングカーニバルｉｎ昆虫館
（～５／５(水)）

アイスリンクは５/９(日)まで営業

カマキリやバッタなど、幼虫と成虫の姿がよく似た
「そっくり親子」の昆虫が集合。またＧＷ（黄金週間）に
ちなんで、金色の虫や名前に「キン」がつく虫を展示。
ヘラクレスとツーショット（１４：００～１５：００）
世界最大のカブトムシであるヘラクレスオオカブ
トと記念写真が撮れます。

DATA

料　金／一般１，０００円　小中高生７００円　４歳以上４００円
所在地／金沢市西泉６丁目１８８
利用時間／１３：００～１８：００（入場は１７：３０まで）

DATA

イルカの弾丸シュート

すごいぞ！
イワシの渦巻き

兼六園周辺文化の森

イベント情報イベント情報

家族で、友人で楽しめるイベントが目白押しです。
お出かけのスケジュールに加えてみてはいかが？

5/5（
水）

中学生
以下

園無料

2 3 4 5

カレンダー

5/5（
水）

中学生
以下

館無料

イベント情報


