
 
 

 

 
 

「いしかわ文化の日」記念イベントの開催及び 

文化施設の県民入場無料について 
 

 「いしかわ文化振興条例」において、毎年１０月第３日曜日を「いしかわ文化の日」と定

め、県民の皆様に石川の多彩な文化に触れていただけるような取り組みを行っています。 

 今年度の「いしかわ文化の日（１０月２０日（日））」では、下記の通り「いしかわ文化の

日」記念イベントを開催するほか、当日は、県内の美術館・博物館などの１２０の文化施設

で県民の入場料が無料となりますので、広くご紹介くださいますよう、ご協力の程よろしく

お願いします。 

 

記 

 

1.「いしかわ文化の日」記念イベント 
(1) 日時  令和元年 10月 20日(日) 14:00～16:00 

 

(2) 会場  石川県地場産業振興センター本館大ホール（金沢市鞍月 2-1） 

 

(3) 定員等  600人（入場無料） 

 

(4) 内容 

◇オープニング公演  ・日本舞踊･･･藤間 寿氏（金沢市） 

・女声コーラス･･･コール・とがし（金沢市） 

        ◇トークショー 

「言葉や文章のチカラ」 本谷 有希子氏（小説家、劇作家）  

 

(5) 申込方法 

①往復ハガキ 

住所･氏名･電話番号･人数(ハガキ 1通につき 4人まで)を記載し下記まで 

〒920-8580（住所不要） 

石川県文化振興課「いしかわ文化の日」記念イベント係 

   ②インターネット 

    「兼六園周辺文化の森」ＨＰのイベント申込みフォームより 

    （http://kenrokuen-bunkanomori.com/event/） 

＜申込締切＞ 令和元年 10月 4日（金）必着 （応募多数の場合は抽選） 

 

(6)文化体験広場 

  ステージイベント開演前の時間に、地元のさまざまな文化を体験できるコーナーを設置。 

  ・体験（有料・当日先着順）：加賀友禅型染め、和菓子制作、書道  

 

2.県内文化施設の県民入場無料 
(1) 実施日  令和元年 10月 20日（日） 

 

(2) 対象施設 県内 120 の文化施設 

（このほか 3施設で県民入場料割引、1施設で記念品贈呈） 

        ※別添チラシ参照 

 

(3) その他  当日の入場の際は、受付で県民であることの証明ができる書類（運転免許証 

や健康保険証等、コピー可）をご提示ください。 

＜ 資 料 提 供 ＞ 

令和元年 9月 13日 

県民文化スポーツ部文化振興課 

担当：中橋 

内線：3843 

外線：076-225-1371 



①往復はがきでの申し込み

往復はがきに住所・氏名・電話番号・人数を記載し、

下記まで（はがき1通につき4名まで応募可）

②Webでの申し込み

兼六園周辺文化の森HP

http://kenrokuen-bunkanomori.com/event/

イベント申し込みフォームより

〒920-8580（住所不要）   石川県文化振興課

「いしかわ文化の日」記念イベント係
TEL 076-225-1371（平日 9:00～17:00）

410月 日（金） 必着

イベント申し込み・お問い合わせ

12:30 開場

 文化体験コーナー

14:00 開演

 オープニング公演

14:40 本谷有希子氏
 トークショー

（16:00 終了予定）

2010月 日（日）2019年

石川県地場産業振興センター

本館大ホール （石川県金沢市鞍月2-1）

14:00開演（12:30開場）

締切

金沢市を拠点に活動する女声合唱団体で、今年創

立40周年。2018年全日本おかあさんコーラス全

国大会グランプリ受賞（23年ぶり2回目）。2019年

石川県文化優秀賞受賞。

オープニング公演

※プログラムは予告なく変更になる場合があります。

（※一部、内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。）

（※画像はイメージです。）

開演前にさまざまな文化体験ができます当日プログラム

日程

会場

600名 ※応募者多数の場合は抽選
定員

加賀友禅 型染め体験

和菓子制作体験

書道体験

文化体験コーナー
有料・当日先着順（定員あり）

いしかわ文化の日
毎年10月の第3日曜日は

石川県白山市出身

本谷 有希子氏
トークショー

金沢市出身。幼少より、

二代目藤間勘寿々に日

本舞踊宗家藤間流を

師事。国内外のステー

ジに出演。2006年金沢

市文化活動賞、北國芸

能賞受賞。2016年石

川県文化奨励賞受賞。

藤間 寿 氏 コール・とがし日本舞踊 女声コーラス

記念
イベント

県内の美術館・博物館などが

県民入場無料!

石川県白山市出身。2000年に専属の俳優を持たない“プロ

デュース・ユニット”「劇団、本谷有希子」を主宰し、作・

演出を手掛ける。2007年『幸せ最高ありがとうマジで!』

で岸田國士戯曲賞を受賞。小説家としては、2013年『嵐の

ピクニック』で大江健三郎賞、2014年『自分を好きになる

方法』で三島由紀夫賞、2016年『異類婚姻譚』で芥川龍

之介賞など、多くの受賞歴がある。また現在、テレビ番組

「セブンルール」（カンテレ・フジテレビ系）に出演中。

PROFILE

要申込

参加無料

石川県への思いや、小説と戯曲（演劇）の書き方や言葉選びの

ポイント、役者とのコミュニケーションで心掛けていることなどを

語っていただきます。

「言葉や文章のチカラ」

対象施設一覧は裏面へ

美しい

日本舞踊の

舞を披露!

楽しい

パフォーマンスと

コーラス!



120施設

石川県立美術館（コレクション展）

石川県文化財保存修復工房・石川県立美術館広坂別館

石川県立歴史博物館（常設展）

石川四高記念文化交流館

石川県銭屋五兵衛記念館

石川県金沢港大野からくり記念館

加賀本多博物館

町民文化館

兼六園

金沢城公園

石川県立伝統産業工芸館

石川県埋蔵文化財センター

石川県立自然史資料館

金沢市立中村記念美術館

金沢市立安江金箔工芸館

金沢ふるさと偉人館

泉鏡花記念館

金沢湯涌夢二館

金沢蓄音器館

前田土佐守家資料館

室生犀星記念館

徳田秋聲記念館

金沢文芸館

金沢市老舗記念館

金沢湯涌江戸村

鈴木大拙館

武家屋敷  寺島蔵人邸

金沢 21 世紀美術館（コレクション展）

金沢能楽美術館

金沢くらしの博物館

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館

金沢市埋蔵文化財センター

金沢市埋蔵文化財収蔵庫

尾張町老舗交流館

金沢アートグミ

金沢菓子木型美術館

金沢大学資料館

西田家庭園・玉泉園

湯涌温泉いろは館

石川県七尾美術館

石川県能登島ガラス美術館

中島お祭り資料館・中島お祭り伝承館

明治の館（室木家住宅）

七尾城史資料館

懐古館

のと里山里海ミュージアム

金沢市

七尾市

石川県立尾小屋鉱山資料館

こまつ曳山交流館みよっさ

小松市立博物館

小松市立宮本三郎美術館

小松市立宮本三郎ふるさと館

小松市立本陣記念美術館

小松市立錦窯展示館

小松市立登窯展示館

河田山古墳群史跡資料館

小松市埋蔵文化財センター

勧進帳ものがたり館

加賀　伝統工芸村　ゆのくにの森

八十山雅子・和代美術館

石川県輪島漆芸美術館

輪島市櫛比の庄禅の里交流館

重要文化財　旧角海家住宅

輪島市黒島天領北前船資料館

永井豪記念館

輪島塗会館

輪島キリコ会館

南惣美術館

珠洲市立珠洲焼資料館

すず塩田村　塩の資料館

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

ろくろの里　工芸の館

山中座

日本折紙博物館

硲伊之助美術館

山中片岡鶴太郎工藝館

山中漆器伝統産業会館（山中うるし座）

羽咋市歴史民俗資料館

石川県西田幾多郎記念哲学館

うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」

小松市

珠洲市

加賀市

羽咋市

石川県立白山ろく民俗資料館

手取川総合開発記念館

白山市立博物館

松任中川一政記念美術館

千代女の里俳句館

石川ルーツ交流館

呉竹文庫

白山市立鳥越一向一揆歴史館

白山恐竜パーク白峰

金城学園　白山美術館

野々市市郷土資料館

野々市市ふるさと歴史館

津幡ふるさと歴史館「れきしる」

内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」

ふるさと創修館

石動山資料館

雨の宮能登王墓の館

穴水町歴史民俗資料館

能登中居鋳物館

能登町立羽根万象美術館

能登町歴史民俗資料館

能登町郷土館

能登町益谷秀次記念館

能登町西谷啓治記念館

石川県柳田星の観察館　満天星

能登町真脇遺跡縄文館

藤波テニスミュージアム

県指定有形文化財　加賀藩十村役「岡部家」

白山市

野々市市

津幡町

内灘町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

石川県県民文化スポーツ部文化振興課
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地

TEL: 076-225-1371  FAX: 076-225-1496

いしかわ文化の日 検索歴史博物館重要文化財 成巽閣（金沢市） ※団体料金　日本自動車博物館(小松市) ※団体料金

重要文化財 時國家(輪島市) ※団体料金　大樋美術館 (金沢市) ※オリジナルグッズプレゼント

詳しくは石川県文化振興課の
ホームページをご覧ください。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/

輪島市

能美市立歴史民俗資料館

能美市九谷焼資料館

能美市立九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館）

能美市立九谷焼陶芸館

能美市根上学習センター（子ども宇宙科学室）

能美市

かほく市

割引・
特典あり
対象施設

当日は施設の受付で 県民であることを証明できる書類（運転免許証や健康保険証等、コピー可）を  お一人様ずつご提示ください。

いしかわ文化の日2010月 日（日）

入場無料

施設一覧
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