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いしかわ百万石文化祭2023とは
「第 38 回国民文化祭」「第 23 回全国障害者芸術・文化祭」の統一名称であり、各種の文化について
全国規模で発表、共演し、障害のある人もない人も共に参加して、交流の輪を広げていく文化祭
です。石川県での国民文化祭の開催は、平成 4年以来 2回目となり、全国障害者芸術・文化祭は
初開催となります。

大会の締めくくりにふさわしい未来に向かってのメッ
セージを込めたステージ。石川の長い歴史の中で受け継
がれ、発展してきた伝統的な文化に加え、新たな文化の
創造へと向かう決意を発信する。

ⅰ　オープニング� ⅲ　次期開催県アトラクション
ⅱ　式典� ⅳ　グランドフィナーレ

閉会式
開催日｜11月26日（日）
会　場｜石川県立音楽堂

基本方針
国内外の文化芸術のさらなる発表につながる大会となるよう
6つの柱のもとに取り組みます。
①県民総参加の文化の祭典①県民総参加の文化の祭典
②次世代への継承・発展②次世代への継承・発展
③ 石川ならではの文化資源の活用③ 石川ならではの文化資源の活用

④文化の力による観光の推進④文化の力による観光の推進
⑤文化と地場産業の連携⑤文化と地場産業の連携
⑥文化を通じた国際交流の推進⑥文化を通じた国際交流の推進

開会式
開催日｜10月15日（日）
会　場｜いしかわ総合スポーツセンター

多様で個性豊かな石川の文化や歴史を歌や踊りなどで表
現するステージ。世代や地域の違い、障害の有無などにか
かわらず、多様な人々が県内外から一堂に会し、個性豊
かな石川の文化を楽しみながら、会場全体で開会を祝う。

ⅰ　プロローグ� ⅲ　フェスティバル
ⅱ　式典� ⅳ　エピローグ

会期｜令和5年10月14日（土）～11月26日（日）〈44日間〉

石川県は加賀百万石が育んだ能楽や邦楽、伝統工芸、茶道といった
伝統文化、祭りや食などの地域固有の文化、さらに、クラシック音
楽や現代アートなどの新たな文化が加わって、多様で多彩な文化が
盛んな地です。大会を機にそれぞれの文化がより一層磨かれ、未来
に輝かせたいという思いを「文化絢爛」に込めました。

キャッチフレーズ　『文
ぶ ん

化
か

絢
け ん

爛
ら ん

』

百万石の「百」と「100」の字をモ
チーフに、伝統工芸の漆器や金
箔からイメージした赤と金で石
川らしさを表現しています。
また、上に向かうループの形状
は、さまざまな伝統や文化を次
世代へ継承・発展させていく
様子をイメージしています。

ロゴマーク

加賀宝生能
開催日｜11月19日（日）ほか
会　場｜石川県立能楽堂ほか
宝生流二十代宗家
による能の大曲
「道成寺」の公演
や、加賀・能登の
名所等でのダイ
ジェスト能の公演

注目のイベントを紹介

金沢城「光の祭」
開催日｜9月30日（土）～11月26日（日）
会　場｜金沢城公園
夜の金沢城公園で大規模な光のアートを展示
※大会の開会2週間前から開催

オープニングイベント「文化絢爛」
開催日｜10月14日（土）、15日（日）
会　場｜�しいのき迎賓館を中心とした兼六園周辺文化

の森一帯
ステージイベントやクラフト販売のほか、グルメや工
芸体験など、「いしかわ百万石文化祭 2023」のオープニ
ングを飾る石川の文化を集めた一大イベントを開催�

全国障害者作品展
開催日｜10月8日（日）～18日（水）
会　場｜石川県立音楽堂交流ホール
全国から募集した障害のある人のアート作品の展
示。また、特別企画と
して国内外で評価され
た作品も展示
※大会の開会6日前から開催

音楽堂 3days
開催日｜11月3日（金・祝）～5日（日）
会　場｜石川県立音楽堂
オーケストラ・アンサ
ンブル金沢（OEK）やい
しかわミュージックア
カデミー（IMA）による
特別公演

提供：（公社）金沢能楽会提供：（公社）金沢能楽会

掲載情報は、令和4年10月1日時点のものであり、名称、開催日、場所、内容等は変更となる場合があります。

障害のある人とない人がともにつくる舞台
開催日｜10月28日（土）
会　場｜石川県立音楽堂邦楽ホール
県内外の障害のあるプロのアーティストによる音
楽やダンスのステー
ジ、特別支援学校生
と県内高校生が共演
する演奏会など

宮内庁三の丸尚蔵館名品展（仮称）

開催日｜10月14日（土）～11月26日（日）
会　場｜�石川県立美術館及び国立工芸館�

（2館共同で一体的に開催）
皇室が守り伝えてきた名品や石川県ゆかりの美術
工芸品を特別展示

国立工芸館国立工芸館

石川県立美術館石川県立美術館



みらいアート展
開催日｜10月25日（水）～11月5日（日）
会　場｜しいのき迎賓館
特別支援学校生や障害者支
援施設利用者、障害のある
作家などが制作した個性豊
かなアート作品の展示。
また、障害をテーマにした
漫画の原画の特別展も開催

わたしが見つけた100のアート
開催日｜10月14日（土）～11月26日（日）
会　場｜県内各地
募集で決定した県内各地のアートスポットをガイドブック等で紹介するほか、
会期中に楽しみながら巡る企画を開催

金沢城・兼六園大茶会2023
開催日｜11月3日（金・祝）～5日（日）
会　場｜金沢城・兼六園周辺を中心とした県内の茶室等
金沢城・兼六園周辺を中心とした茶室等で茶会を開催するほか、加賀・能登に
も会場を設置。あわせて工芸作家の新作茶道具を募集し、展示

いしかわ百万石の華
開催日｜10月14日（土）～11月26日（日）
会　場｜県内各地
金沢駅のほか、各種イベント会場に各流派の華道家による生け花の大作を展示

サケマルシェ2023
開催日｜ 10月7日（土）～11月上旬
会　場｜しいのき緑地や各飲食店
地酒を呼び水とした石川の
食文化の魅力を発信するイ
ベント、各飲食店での食談
義、酒蔵や食文化を巡るツ
アーを開催
※�大会の開会 1週間前から
開催

道の駅学生アートプロジェクト
開催日｜10月14日（土）～11月26日（日）
会　場｜県内の道の駅6カ所程度
県内高等教育機関の学生が、道の駅や周辺地域
の魅力を伝えるアート作品を制作・展示

ダンス・美術ワークショップ
開催日｜ 金沢：10月21日（土）、22日（日）、能登：11月3日（金・祝）～5日（日）、 

加賀：11月18日（土）、19日（日）
会　場｜ 金沢：金沢市民芸術村、能登：コスモアイル

羽咋、加賀：サイエンスヒルズこまつ
ダンスや絵を描くことを通じて、障害のある人
とない人が交流するワークショップ

国際交流フェスタ
開催日｜10月21日（土）、22日（日）
会　場｜金沢市内
県内国際交流団体等による、各国の文化を紹介
するイベントを開催

石川ゆかりの文学朗読劇
開催日｜11月12日（日）
会　場｜石川県立音楽堂邦楽ホール
著名な声優と県内高校生達が出演する、�
本県ゆかりの小説家による作品の朗読劇を
開催

会期44日間（令和5年10月14日（土）から11月26日（日））中に 

石川県の全19市町で150を超える多彩な文化イベントを開催

金 沢全 域

提供：北國新聞社提供：北國新聞社

提供：北國新聞社提供：北國新聞社

輪島～時國－祭礼－ZEN～ 
輝く文化のパビリオン
開催日｜10月14日（土）～11月26日（日）
会　場｜ 大本山總持寺祖院周辺、輪島キリコ会

館周辺、時國家周辺、市内飲食店
「光で繋ぐ刻の流れと輪食めぐり」として、輪島市内
各所でデジタルアートの展示や「食談義」などを開催

KOGEIフェスタ！
開催日｜10月21日（土）、22日（日）
会　場｜しいのき迎賓館、しいのき緑地
工芸を見て、触れて、楽しむ！工芸品の制作体験や販売など「工芸のまち・金沢」
を満喫するイベントを開催

無名塾公演 
等伯－反骨の画聖－ 
～国宝「松林図」誕生の物語～
開催日｜10月～11月　　会　場｜能登演劇堂
仲代達矢氏の演出による、七尾市出身の絵師・長谷
川等伯の生涯を描く演劇公演を市民も参加し開催

障害者アートの未来を考える 
シンポジウム
開催日｜11月19日（日）
会　場｜金沢市アートホール
先進事例や県内の新たな取り組みから、障害のある
人の芸術・文化活動の可能性を考えるシンポジウム

能登の里山里海の祭り・文化体験大集合
開催日｜10月28日（土）、29日（日）
会　場｜のと里山空港
能登に息づくキリコ祭や里山里海の魅力を体感する
イベントを開催

手話狂言
開催日｜10月22日（日）
会　場｜石川県立能楽堂
日本ろう者劇団（社会福祉法人
トット基金）による、台詞を手
話で表現することによって、聴
覚に障害のある人もない人も楽
しめる狂言。
前日10月 21日（土）には手話狂
言を体験するワークショップも
開催

能 登

能登

のと里山空港

金沢加賀
金沢駅

小松空港



珠洲焼×【食・酒・文化】
開催日｜ 10月14日（土）、15日（日）
会　場｜ラポルトすず
珠洲焼と珠洲の酒・食・アートの融合により、今
の暮らしにあった現代陶の活用を提案するイベン
トを開催

哲学シンポジウム「スポーツを哲学する 
～地域を盛り上げるヒントを探る～」
開催日｜10月29日（日）
会　場｜石川県西田幾多郎記念哲学館
西田幾多郎の生誕地であるかほく市において、スポー
ツを哲学的に捉え語り合う「哲学シンポジウム」を開催

粟ヶ崎遊園－砂丘に咲いた夢とロマン－
開催日｜10月～11月
会　場｜内灘町文化会館・町内公共機関
かつて内灘の砂丘地にあった大遊園地「粟ヶ崎遊
園」を題材としたステージイベントや町内の公共
交通機関を利用したイベントを開催

北前船と引札展
開催日｜10月7日（土）～11月26日（日）
会　場｜加賀市北前船の里資料館
廻船問屋などから北前船主に送られた「引き札」の
展示やワークショップ、講演会などを開催

いざ！末森城ものがたり
開催日｜10月中旬～11月中旬
会　場｜石川県指定文化財「岡部家」ほか
「末森城（末森合戦）」をテーマに、文化財と融合し
たアート展、歴史展、散策ツアーを開催

加賀立国1200年記念イベント
開催日｜ 10月14日（土）、 

10月7日（土）～11月5日（日）
会　場｜ 辰口福祉会館、ふるさと歴史の広場周辺
古墳の有識者・研究者による能美古墳群や加賀立国
能美郡誕生をテーマにしたシンポジウムなどを開催

アートでつながる人とまち
開催日｜11月
会　場｜ 穴水駅、さわやか交流館プルート、

能登ワイン　他
障がい者のアート作品や子ども達との共同作品など、
誰一人取り残さないアートでつながる作品展を開催

子ども太鼓の祭典
開催日｜会期中
会　場｜川北町内
全国で活動する子ども太鼓演奏団体による演奏と
交流イベントを開催

千里浜「砂」の芸術祭
開催日｜10月～11月
会　場｜ 能登千里浜レストハウス、道の駅のと千里浜、

コスモアイル羽咋、気多大社、妙成寺など
羽咋市の文化・歴史をテーマにした大型砂像を、
市内観光スポットに設置

北陸新幹線沿線「獅子舞・グルメ大集合」
開催日｜10月21日（土）、22日（日）
会　場｜加賀地域内
北陸新幹線沿線県（沿線駅の市町）から招聘した獅子舞（伝統芸能）の共演と各県
のグルメが堪能できるイベントを開催

つばた落語まつり
開催日｜10月15日（日）
会　場｜津幡町文化会館「シグナス」
町広報特使の月亭方正氏などのプロを招いた落語
公演、アマチュア落語家の腕を磨く落語大会を開催

こまつ歌舞伎・秋の祭典 
～勧進帳特別企画～
開催日｜11月5日（日）
会　場｜石川県こまつ芸術劇場うらら
中学生による「勧進帳」の公演と歌舞伎役者による舞
踊、葛西聖司氏との歌舞伎のまちトークショーを開催

志賀町所蔵版画作品巡回展
開催日｜10月～11月
会　場｜志賀町文化ホールほか
プロの版画作家の作品、「全国こども版画コンクー
ル」での優秀作品等の展示会を開催

文弥節人形浄瑠璃の祭典
開催日｜10月21日（土）、22日（日）
会　場｜鶴来総合文化会館クレイン
全国で 4県のみに伝承されている文弥節人形浄瑠
璃の各保存会による合同公演、講演会やシンポジ
ウムを開催

日本最古のおにぎりルーツ展＆ 
どぶろくルーツ展
開催日｜11月
会　場｜ふるさと創修館・ラピア鹿島
日本最古のおにぎりの化石の初展示。おにぎりの
里と江戸時代から受け継ぐどぶろくの魅力を発信

みんなのアート展～創る・描く・想う～
開催日｜ （1期・公募展）10月14日～10月22日 

（2期・コレクション展）11月2日～26日
会　場｜学びの杜ののいちカレード
特別支援学校生と美術文化協会の共同制作品と一般
公募展、市提携企業所有の「椿コレクション展」を開催

能登半島宇出津発祥 
伝承娯楽「ごいた」に触れて！
開催日｜10月28日（土）、29日（日）
会　場｜能登町立宇出津公民館（コンセールのと）
能登町宇出津発祥のボードゲーム「ごいた」の全国
大会及び初心者向け教室を開催

加 賀
文化団体による「全国大会」も石川県内各地で開催

太鼓の祭典
開催日｜10月15日（日）
会　場｜金沢歌劇座
全国の太鼓演奏団体が一堂に集い、勇壮な太鼓
の響演を開催

合唱の祭典／オーケストラとともに
開催日｜10月21日（土）、22日（日）
会　場｜石川県立音楽堂コンサートホール
全国から集まる合唱団の公演及びオーケストラ
と合唱のためのコンサートを開催

全国こどもオペラの祭典 
モーツアルト　オペラ「魔笛」
開催日｜10月21日（土）、22日（日）
会　場｜金沢歌劇座
プロの指揮者やオペラ歌手、全国公募の子ども
達との共演によるオペラ「魔笛」を上演

全国吟剣詩舞道祭
開催日｜10月22日（日）
会　場｜金沢市文化ホール
全国の吟剣詩舞愛好家や団体による吟詠、剣舞、
詩舞などの発表を開催

吹奏楽の祭典
開催日｜11月4日（土）
会　場｜金沢歌劇座
クラシック、ジャズ、ポップスなど多彩なジャ
ンルの音楽を表現し、吹奏楽の魅力を発信する
演奏会を開催

アジア囲碁の祭典
開催日｜11月11日（土）、12日（日）
会　場｜KKRホテル金沢
アジアと国内のチームによる囲碁大会とプロ棋
士による指導対局などを実施（視覚障害者囲碁大
会を同時開催）

大正琴の祭典
開催日｜11月12日（日）
会　場｜金沢市文化ホール
全国の大正琴愛好者が集う演奏会と 18 歳以下を
対象とした全国子ども大正琴コンクールを開催

いしかわ洋舞フェスティバル2023
開催日｜11月18日（土）、19日（日）
会　場｜石川県立音楽堂邦楽ホール
全国から集うダンサーと地元ダンサーの共演に
よるオリジナリティーに溢れた洋舞公演を開催

全日本健康マージャン交流大会
開催日｜11月18日（土）、19日（日）
会　場｜金沢勤労者プラザ
全国から競技参加者を募り、健康マージャン交
流大会のほか、有名雀士とのふれあい対局など
を実施

きものの祭典
開催日｜ 11月18日（土）、19日（日） 

11月25日（土）、26日（日）
会　場｜本多の森ホール、石川県文教会館
日本の伝統美である「きもの」の魅力を発信する
十二単や現代着物のファッションショーなどを開催

筝曲の祭典
開催日｜11月19日（日）
会　場｜金沢市文化ホール
全国で活動している箏曲演奏家・愛好家や各流
派による演奏会や話題の若手プロ演奏家のコン
サートを開催

いしかわマーチングバンドの祭典
開催日｜11月19日（日）
会　場｜いしかわ総合スポーツセンター
幼児から一般までの全国の優れたマーチングバ
ンドによる演奏演技の公演を開催

日本舞踊の祭典 in Ishikawa
開催日｜11月23日（木・祝）
会　場｜石川県立音楽堂邦楽ホール
全国から流派を問わず日本舞踊の第一人者が集
まる公演と金沢にちなんだ新作公演を開催

詩の祭典
開催日｜11月23日（木・祝）
会　場｜金沢市内のホテル
全国から作品を募集し、入賞作品の発表と表彰、
記念講演会などを開催

輝く★ピアノの祭典
開催日｜11月25日（土）、26日（日）
会　場｜金沢市アートホール
全国の小学生を対象とした公開オーディション
とその入賞者と若手ピアニストによるコンサー
トを開催

ブリッジ体験教室及び親善競技会
開催日｜10月15日（日）
会　場｜石川四高記念文化交流館
全国から愛好家（プレーヤー）が集まる親善競技
会と初心者向けの体験会を開催

川柳の祭典
開催日｜10月22日（日）
会　場｜七尾市文化ホール
全国から川柳作品を募集し、入賞者の表彰と選
評などを行う川柳の祭典を開催

俳句の祭典
開催日｜10月15日（日）
会　場｜七尾市文化ホール
全国から俳句作品を募集し、入賞者の表彰と選
評などを行う俳句の祭典を開催

全国漢詩の祭典
開催日｜10月28日（土）、29日（日）
会　場｜石川県こまつ芸術劇場うらら　ほか
全国及び海外から創作漢詩作品を募集し、入賞者
の表彰等を行うほか、記念講演や吟行会を開催

小倉百人一首競技かるた全国大会
開催日｜11月4日（土）、5日（日）
会　場｜小松総合体育館
全国から選抜チームが集い、小倉百人一首競技
かるたの全国大会を開催

連句の祭典
開催日｜10月28日（土）、29日（日）
会　場｜加賀市民会館
全国から連句作品を募集し、入賞者の表彰を行
うほか、初心者も参加できる連句の実作会等を
開催

短歌大会 
～ようこそ、かほくの哲学の道へ～
開催日｜11月19日（日）
会　場｜石川県西田幾多郎記念哲学館
全国から短歌作品を募集し、入賞者の表彰、選
者による歌評、歌人による講演会などを開催

お香の祭典
開催日｜11月4日（土）、5日（日）
会　場｜松任ふるさと館
香道2大流派の家元・宗家指導によるお香席体験
とお香にまつわる講演や香道具展示、パネル展、
ワークショップを開催

将棋フェスティバル IN 野々市
開催日｜11月11日（土）、12日（日）
会　場｜ 野々市市文化会館フォルテ、 

野々市市民体育館
全国の将棋愛好家による大会のほか、プロ棋士によ
る講演・駒師による制作実演などのイベントを開催

いしかわ百万石「里山里海」 
民謡の祭典
開催日｜11月12日（日）
会　場｜津幡町文化会館「シグナス」
全国の民謡愛好家が集い、相互の交流を深め、
唄や踊り、演奏を披露する発表会を開催

YOSAKOIソーラン日本海の祭典
開催日｜10月21日（土）、22日（日）
会　場｜宝達志水多目的グラウンド　ほか
全国からYOSAKOIソーランのチームが参加する
全国交流大会を開催

人形劇フェスタ in あなみず
開催日｜会期中
会　場｜ のとふれあい文化センター、 

穴水公民館、住吉公民館、兜公民館
県内外で活動しているプロ・アマチュアの人形
劇団による上演と演者との交流会を開催

掲載情報は、令和4年10月1日時点のものであり、名称、開催日、場所、内容等は変更となる場合があります。

石川県内随一の総合芸術祭である「ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭」を本大会の「連携事
業」に位置づけ、一体的に開催連携事業



自然と文化の共存する石川県は、国内でも屈指の魅力あふれる県と言え
るでしょう。�能登には多様な生物資源があり、加賀には霊峰白山から
流れ出る河川によって肥沃な平野が広がり、金沢には加賀百万石の歴史
と伝統文化が今もなお息づいています。「いしかわ百万石文化祭 2023」を
通じて、石川県の今をご紹介し、アップデートしている魅力の数々を国
内外の皆様にお伝えしていきたいと思っております。

いしかわ百万石文化祭2023
開閉会式総合ディレクター・スペシャルアンバサダー　野 村 萬 斎（狂言師）

主　　　催｜文化庁、厚生労働省、石川県、市町、石川県実行委員会、市町実行委員会、文化関係団体�等
お問合せ先｜いしかわ百万石文化祭2023実行委員会事務局（石川県県民文化スポーツ部いしかわ百万石文化祭推進室内）
　　　　　　〒920-8580石川県金沢市鞍月1丁目1番地　石川県行政庁舎10階
　　　　　　TEL：076-225-1324、FAX：076-225-1496、E-mail：bunka2023@pref.ishikawa.lg.jp
　　　　　　ホームページ　http://ishikawa-bunkasai2023.jp/

「広報ボランティア」募集のお知らせ  
「いしかわ百万石文化祭 2023」を一緒に盛り上げてくれる、広報ボラ
ンティアを募集しています。

募集期間｜令和5年11月10日（金）まで
応募資格｜特にありません。（どなたでも参加可能。団体の応募も可能。）
活動内容｜
　・�いしかわ百万石文化祭公式 SNSアカウント（Instagram、Twitter、
Facebook）のフォロー・シェア

　・大会情報やイベント参加の様子などをSNSで投稿
　・広報グッズを活用した広報
　・そのほか、みなさんができる広報活動
活動条件｜
　・広報に役立つグッズをお届けします。
　・報酬・交通費の支給はありません。

公式SNSはこちらから

「応援事業」募集のお知らせ  
石川県内で例年開催する文化イベントなどを「いしかわ百万石文化祭 2023」応援事業とし
て募集します。
応援事業に承認された事業は、公式ホームページでご紹介させていただくほか、PRグッ
ズの提供、ロゴマークをご使用いただくことが可能です。

募集期間：令和5年10月13日（金）まで

詳しい内容や応募方法は
こちらから▼

「わたしが見つけた100のアート」募集のお知らせ  
石川県内で見つけた自然が作り出したアートや、街中で見つけたオブジェなど、みん
なに紹介したい、思わず写真を撮りたくなる「アート」と感じるモノ（場所）の写真を募
集しています。
応募の中から、100 ヵ所を「わたしが見つけた 100 のアート」とし
て選定し紹介するほか、会期中（令和 5年 10 月 14 日（土）～ 11 月
26日（日））には、アートスポットを巡る企画を開催します。

募集期間：令和5年5月31日（水）まで

詳しい内容や応募方法は
こちらから▼

お申し込みは
こちらから▼

いしかわ百万石文化祭


