
【報道発表資料】 

 

令和３年１１月５日 

文化振興課 

担当：塩田 

電話 076-225-1372(内線 3848) 

 

「百万石まちなかめぐり もみじ２０２１」について 

 

しいのき緑地、本多の森公園、において、下記イベントが開催されますので、

お知らせします。 

 

記 

 

百万石まちなかめぐり もみじ２０２１ 

 

◆日時：令和３年１１月６日(土)１０：００～１７：００ 

      １１月７日(日)１０：００～１７：００ 

※イベントによって開催時間が異なります。 

     詳細は、別添チラシをご覧ください。 

 

◆会場：しいのき緑地、本多の森公園 

 

◆概要 

 金沢のまちなかで、紅葉や食、芸術など様々な秋を楽しめるイベントです。 

 ①もみじクラフトフェア「妄想旅行２０２１」 

  石川県在住の作家、個人商店を中心としたクラフトや食べ物の販売 など 

 ②もみじカフェ 

  秋にぴったりの温かい食べ物などを販売する飲食コーナー 

 ③金沢城・兼六園の紅葉探訪 

  兼六園を中心に紅葉を巡るツアー 

 ④もみじアート教室 

  アメリカ楓通りで拾った葉を自由に切り貼りして絵を描くワークショップ 

 

◆お問い合わせ：百万石まちなかめぐり実行委員会事務局（076-224-4141） 

 



2021

もみじアート教室
会場：しいのき緑地
アメリカ楓通りで拾った葉っぱを

自由に切り貼りして、絵を描こう！

金沢城・兼六園の紅葉探訪

まちな かで 秋を 楽しむ 2 日間 。

◎11月6日［土］・7日［日］

集合：本多の森公園・本部テント
定員：各30名程度（当日受付）

金沢城・兼六園研究会の会員による

兼六園を中心に紅葉を巡るガイドツアー

＜定員に達し次第、受付終了＞

9：30～【参加受付】

10：00～12：00

参加
無料

随時
受付

会場◎ 時間◎しいのき緑地／本多の森公園 ほか 10:00〜17:00

同時開催 アメリカ楓通りライトアップ ［しいのき迎賓館横］ ◎紅葉終了まで毎日開催中 ※天候状況やその他の理由により、中止になる場合がございます。 

会場：しいのき緑地
　　  本多の森公園

会場：しいのき緑地
秋にピッタリの食べ物などを販売

詳細は、ホームページにてご確認ください 

【企画：乙女の金沢展】 
世界各国をテーマにしたテントを巡ろう！

もみじカフェ

otomekanazawa.jugem.jp

※イメージ

Armchair 

Travel「妄想旅行2021」

本多の森公園

しいのき緑地

http://www.shiinoki-geihinkan.jp/index.html◎主催：百万石まちなかめぐり実行委員会　◎共催：しいのき迎賓館

◎後援：北國新聞社／北陸放送／テレビ金沢／エフエム石川／ラジオかなざわ・こまつ・ななお／金沢ケーブル

百万石
まちなかめぐり

もみじ
6土711. 日

※天候または、その他の理由により、イベント等が変更・中止になる場合がございますので、ご了承下さい。

37.5℃
以上は× ソーシャル

ディスタンス

会場では新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みを行っております。

来場時にはマスク着用・検温・手指消毒のご協力をお願いします。
注意事項

もみじ
クラフトフェア

Take-out
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中村記念
美術館 加賀本多博物館

石川県立歴史博物館

アメリカ楓通り
ライトアップ

金沢・
クラフト
広坂

玉泉院丸庭園

国立
工芸館

金沢城・兼六園四季物語
～秋の段～

＜金沢城・兼六園ライトアップ＞
11月6日～28日

17:30～20:45（閉園21: 00）

お問い合わせ先：076-225-1542
石川の四季観光キャンペーン実行委員会

（石川県観光企画課内）

【 入 場 無 料 】

ア
メ
リ
カ
楓
通
り

兼六坂上

❶ 金沢城公園  Tel.076-234-3800

Tel.076-262-5464

城と庭の想い出づくり～工作体験教室～

秋季特別展「加賀本多家の近代」

石川県立歴史博物館開館35周年記念

令和3年度秋季特別展
「徳川美術館展 尾張徳川家の至宝」

❼ 金沢ふるさと偉人館 Tel.076-220-2474

「旧中村邸」秋の一般公開
開催中～11月7日 10:00～16: 00（入邸15：30まで）  無料

企画展「＜はだ＞と＜わざ＞」
開催中～12月26日 9 :30～17: 00（入館16：30まで）

❾ 金沢市立中村記念美術館 Tel.076-221-0751

漆コレクション展
FUKUI  ISHIKAWA  TOYAMA

開催中～11月8日 9: 00 ～17: 00（最終日のみ15：00終了）

11 いしかわ生活工芸ミュージアム Tel.076-262-2020

開催中～11月14日 9 :30～17: 00（入館16：30まで）

◎ 一般・大学生：310円 ／ 65歳以上：210円／高校生以下：無料
　 団体（20名以上）：260円

◎ 一般・大学生：310円 ／ 65歳以上：210円／高校生以下：無料
　 団体（20名以上）：260円

◎休館日：月曜日（祝日の場合はその次の平日）

◎休館日：月曜日（祝日の場合はその次の平日）

開催中～11月21日 10:00～18:00（入館17：30まで） 会期中無休

◎ 一般1,000円／中高生700円／小学生500円

◎ お問合わせ：北國新聞社事業局 Tel.076-260-3581（平日10：00～18：00）

❽ 鈴木大拙館 Tel.076-221-8011

開館10周年記念特別展「みずにあとなし」

超絶技巧を超えて 吉村芳生展

企画展「ホップ・ステップ・ジャンプ！
                   ー跳ぶ哲学者　大島鎌吉  」

開催中～12月12日 9 :30～17: 00（入館16：30まで）

スペースツアー「The Days of Our Lives」
11月23日／12月4日 14：00～（1時間程度） ◎入館料金のみ、申込不要

◎ 一般310円／ 65歳以上210円／高校生以下無料

14 加賀本多博物館 Tel.076-261-0500

10 石川県立美術館 Tel.076-231-7580

企画展「うるはしきもの めでたきわざ」
               －北陸の芸術院会員・人間国宝－

❻ 金沢21世紀美術館 Tel.076-220-2800

特別展① フェミニズムズ / FEMINISMS金沢城公園 鶴の丸イブニングライブ

❷ 石川近代文学館

11月6日／11月20日 18:00～18:40  無料

❸ 石川県政記念しいのき迎賓館 Tel.076-261-1111

国際ガラス展・漆展「特別展」
11月3日～14日 10:00～18:00（最終日17：00まで）  無料

石川県デザイン展

11月18日～21日 10:00 ～18: 00（最終日17：00まで）  無料

開催中～11月23日  9：00～17：00（展示室入室16：30まで）

11月7日～12月5日  9:30 ～18 :00（入館17：30まで）

◎ 一般1,300円／中高生900円／小学生700円

開催中～12月7日  9：00～17：00（入館16：30まで）

◎ 一般400円／大学生300円／高校生以下無料     ◎ 休館日：12月2日

◎ 一般1,000円／大学生・65歳以上800円／高校生以下無料 ＜会期中無休＞

国立工芸館石川移転開館1周年記念展

《十二の鷹》と明治の工芸

15 国立工芸館 Tel.050-5541-8600（ハローダイヤル）

開催中～12月12日 9:30～17:30（入館17：00まで）

◎ 一般500円／大学生300円  ◎ 休館日：月曜日（11月1日は開館）

13 石川県立歴史博物館 Tel.076-262-3236

～加賀宝生の魅力～“ろうそく能”鑑賞会

12 石川県立能楽堂 Tel.076-264-2598

会場：1F企画展示室

会場：特別展示室  企画展示室

会場：1Fギャラリー（無料）／２F第４展示室（有料） ＜会期中無休＞

会場：第7展示室、第8展示室、第9展示室

会場：1Ｆ 4Weeks Selection コーナー

一般370円（団体290円）／大学生290円（団体230円）／高校生以下無料

①常設展内特別展示
「『百万石の留守居役』完結記念 西のぼる原画展」

会場：石川近代文学館  現代作家1 

「いしかわの新しいデザインメッセージ」

開催中～11月28日 

会場：ギャラリーＡ・Ｂほか

第48回

11月27日 14：30～17：00（13：30開場） ◎1,500円

※事前予約（日時指定、定員制） 詳細は国立工芸館HPへ

会場：ギャラリーＡ・Ｂほか

❹ 金沢・クラフト広坂 Tel.076-265-3320

「さぁ、ここで・回って廻って。」沖田愛有美 漆展

開催中～11月14日 10:00 ～18: 00 無料

会場：2Ｆ ギャラリーフロア
「友禅と金箔とガラスと」～金沢の新しい伝統工芸～

開催中～11月7日 11:00 ～17: 00（最終日16：00まで） 無料

さらに詳しい情報は、

各施設のホームページをご覧ください。

会場：鶴丸倉庫    10:00～15:00 無料

会場：展示室11、12、14

会場：展示室7 ～ 10、交流ゾーン

会場：市民ギャラリーA

（石川四高記念文化交流館内）
（石川県立伝統産業工芸館）

❺ 金沢能楽美術館 Tel.076-220-2790

開館15周年 竹内コレクション受贈記念特別展

会期中～2022年3月6日 10:00 ～18:00（入館17：30まで） 

◎ 一般310円／ 65歳以上210円／高校生以下無料／団体260円

─金沢出身の人間国宝・
    能楽太鼓方 柿本豊次ゆかりの品を中心に─

休館日：月曜日（祝日の場合はその次の平日）

特別展② ぎこちない会話への 対応策
　　        ̶ 第三波フェミニズムの視点で

会期中～2022年3月13日 

休館日：月曜日（11月22日は開場）
当日券1,200円ほか ※日付指定入場制

10:00 ～18:00（金・土は20：00まで） 
特別展①②
共通

①②
共通

2 0 2 1 年 ・ 秋 ̶ 兼 六 園 お よ び そ の 他 周 辺 施 設 イ ベ ン ト 案 内 ̶

お問い合わせ■百万石まちなかめぐり実行委員会事務局（ケィ・シィ・エス内）／〒920-0919 金沢市南町2番1号 Tel.076-224-4141 Fax.076-262-2618 （平日10：00〜18：00）

11月6日・7日・13日・14日・20日・21日・27日・28日 

公共シェアサイクル

誰でも気軽に利用できる

www.machi-nori.jp/
詳しくは、まちのりHPまで

まちのり

※有料ワークショップもあります

―万博出品時代から今日まで　変わりゆく姿

9 :00～17: 00（入館16：30まで） 会期中無休

②企画展「生誕150年記念  徳田秋聲」
会場：石川近代文学館 企画展示室 開催中～12月26日 
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（石川四高記念文化交流館内）
石川近代文学館

鈴木大拙館


