
令和４年度「いしかわ教育ウィーク」における取組

２　市町の取組（１１２事業）
事業名

（実施主体）
実施期間 実施場所 事業内容

問い合わせ先
(電話番号)

森下文庫展
金沢市立玉川図書館

近世史料館

(金沢市立玉川図書館
近世史料館)

(076-221-4750)

「古典文学講座」 金沢市立玉川図書館

(金沢市立玉川図書館) (076-221-1960)

「百人一首をくずし字で読もう！
～古きかな文字の謎を解け～」

金沢市立玉川こども図書館

(金沢市立玉川こども図書館) (076-262-0415)

「講座と弾き語りで味わう
平家物語の世界」

金沢市立泉野図書館

(金沢市立泉野図書館) (076－280－2345)

太神楽公演 金沢市立金沢海みらい図書館

(金沢市立金沢海みらい図書館) (076-266-2011)

2022イタリア・ボローニャ
国際絵本原画展

石川県七尾美術館

(石川県七尾美術館) (0767-53-1500)

11月5日
金沢市立金沢海みらい

図書館 交流ホール

女性太神楽師の鏡味味千代さんによ
る太神楽曲芸をお楽しみいただきま
す。

11月3日
～12月11日

石川県七尾美術館
世界規模の絵本原画コンクールの入
選作品と世界の絵本を紹介します。

11月6日
金沢市立玉川こども
図書館交流ホール

百人一首を題材にし、くずし字の読み
方、文字の成り立ちを学びます。

11月3日
金沢市立泉野図書館

オアシスホール
髙見よ志子氏による講座と寺本靑嶺
氏による琵琶演奏です。

10月4日
～11月27日

金沢市立玉川図書館
近世史料館 展示室

金沢の尾張町で町役人を勤めた森下
家に伝わった古文書等を紹介します。

11月3日
金沢市立玉川図書館

集会室
金沢学院大学 名誉教授 柳澤良一氏
による古典文学講座です。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

カットガラス展 石川県能登島ガラス美術館

(石川県能登島ガラス美術館) (0767-84-1175)

ちょっこし大人なクイズラリー２
マスター編

のと里山里海ミュージアム

(のと里山里海ミュージアム) (0767-57-5100)

ちょっこし大人なクイズラリー２
チャレンジ編

のと里山里海ミュージアム

(のと里山里海ミュージアム) (0767-57-5100)

園児の作品展示 七尾市立図書館

(七尾市立図書館) (0767-53-0583)

雑誌の無料配布 七尾市立図書館

(七尾市立図書館) (0767-53-0583)

伝統工芸を体験しよう
～田鶴浜　組子体験～

七尾市立図書館

(七尾市立図書館) (0767-53-0583)

11月6日
フォーラム七尾
51.52研修室

図書館の利用の多いシニア層に向
け、生涯学習の一環として図書館の
利用促進を図ります。

11月1日
～11月15日

七尾市立図書館
絵本コーナー

七尾市内園児の作品を展示します。
（当期間中は東みなとこども園）

10月22日
～11月8日

七尾市立図書館
保存期間の過ぎた雑誌の有効利用と
図書館を訪れる機会づくりを図りま
す。

4月1日
～3月31日

のと里山里海ミュージア
ム

展示室内でヒントを探してクイズ（全30
問）に挑戦してみましょう！

9月3日
～11月6日

石川県能登島
ガラス美術館

ガラスの伝統的な装飾技法のひとつ
である、カット。ガラスの表面にカット
加工を施すことで、シャープな印象を
与え、キラキラと輝く視覚効果を得る
ことができます。本展では当館収蔵品
より、近代の器や日本のカットガラス・
切子の流れをくむ現代作品、中国清
朝ガラスなどを展示し、カット技法によ
る様々なガラスの表情をご覧いただき
ます。

4月1日
～3月31日

のと里山里海
ミュージアム

展示室内でヒントを探してクイズ（全50
問）に挑戦してみましょう！



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

巡回展
土からわかる防災のお話

サイエンスヒルズこまつ
ひととものづくり科学館

(サイエンスヒルズこまつ
ひととものづくり科学館)

(0761-22-8610)

第24回小松市民茶会 小松市文化振興課

(小松市文化振興課) (0761-24-8130)

企画展「干支展」 小松市文化振興課

(小松市文化振興課) (0761-24-8130)

秋季特別展
「ヒトとモノ、ワザが動く～拠点をつなぐ

道・国府所在地の源流～」
小松市埋蔵文化財センター

(小松市埋蔵文化財センター) (0761-47-5713)

チェンバロ演奏会 小松市立空とこども絵本館

(小松市立空とこども絵本館) (0761-23-0033)

日曜あさのおはなし会 小松市立空とこども絵本館

(小松市立空とこども絵本館) (0761-23-0033)

茶　－加賀の茶道と茶業－ 小松市立博物館

(小松市立博物館) (0761-22-0714)

11月6日
小松市立空とこども絵

本館
来館親子におすすめの絵本を紹介し
読み聞かせをします。

10月1日
～12月11日

小松市埋蔵文化財
センター

加賀地域の地理的環境をもとに、弥
生時代の拠点集落間を結ぶ「みえざ
る道」に焦点をあて、加賀国府が置か
れた源流を探っていきます。

11月3日
仙叟屋敷ならびに玄庵
小松市民ｷﾞｬﾗﾘｰ ﾙﾌﾚ

小松市内の流派が茶会を行います。
今回は裏千家と煎茶松月流です。

10月15日
～12月4日

小松市立博物館
小松市立錦窯展示館

今年は利休生誕500年、裏千家流祖
宗室の生誕400年、利常のもとで宗室
を名乗って370年の年です。加賀の茶
を振り返る展覧会です。

11月3日
小松市立空とこども

絵本館ホール夢の本棚
絵本の読み聞かせを交えながらチェ
ンバロの演奏を楽しみます。

11月1日
～1月29日

小松市立登窯展示館
八幡在住の作家による、令和5年の干
支「卯」の作品を展示します。

11月2日
～11月30日

サイエンスヒルズこまつ
ひととものづくり科学館

地球を形づくる土について科学的な
視点から追究します。土に親しみ、災
害に備える知識を深めることができる
ような展示を行います。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

ラクガキ大決戦第２弾！
チーム宮本VS小松の親子

小松市立宮本三郎美術館

(小松市立宮本三郎美術館) (0761-20-3600)

足跡をたどる
～画家・宮本三郎の生涯～

小松市立宮本三郎ふるさと館

(小松市立宮本三郎ふるさと館) (0761-43-3032)

第24回小松市小学生駅伝大会
公益社団法人

小松市スポーツ協会

(公益社団法人
小松市スポーツ協会)

(0761-23-5961)

初めてのパソコン教室 小松市立芦城公民館

(小松市立芦城公民館) (0761-21-6821)

ジュニア百人一首上級教室 小松市立芦城公民館

(小松市立芦城公民館) (0761-21-6821)

ジュニア絵画教室 小松市立芦城公民館

(小松市立芦城公民館) (0761-21-6821)

健康体操教室 小松市立松東公民館

(小松市立松東公民館) (0761-46-1433)

ピラティス教室 小松市立松陽公民館

(小松市立松陽公民館) (0761-23-6585)

11月1日
小松市ふれあい松東

体育館
楽しく笑顔いっぱいで身体を動かし健
康づくり、体力維持を図ります。

11月2日 小松市松陽地区体育館
姿勢,呼吸,歪みを改善し、しなやかで
強い筋肉作りを目指します。

11月3日 小松市立芦城センター
小倉百人一首による、かるた競技の
知識と技能を修得します。
集中力、暗記力を鍛えられます。

11月5日 小松市立芦城センター
おもしろいテーマにそって水彩絵の具
などを使って楽しく描きます。

11月3日 末広緑地
小学校4年生以上6年生まで1チーム5
人が1.3㎞を走る駅伝を通じて仲間と
協力し合い連帯感を深めます。

11月2日 小松市立芦城センター

まずは電源を入れるところからはじめ
ます。
初心者からのワード、エクセル、イン
ターネット操作を学びます。

10月8日
～11月27日

小松市立宮本三郎
ふるさと館

宮本三郎はどんな一生をたどり、どん
な作品を描いたのか。戦争波乱と戦
後急成長の社会の中、たくましく生き
た画家の生涯を紹介します。

10月8日
～11月27日

小松市立宮本三郎美術
館

イベントで描かれたドローイングと審
査員らデッサン大賞展関係者のド
ローイング合わせて2000枚を一挙公
開、体感型展覧会です。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

太極拳教室 小松市立松陽公民館

(小松市立松陽公民館) (0761-23-6585)

健康ヨーガ教室 小松市立安宅公民館

(小松市立安宅公民館) (0761-22-5764)

体幹リフレッシュ教室 小松市立安宅公民館

(小松市立安宅公民館) (0761-22-5764)

こども絵画教室 小松市立南部公民館

(小松市立南部公民館) (0761-43-3911)

書道教室 小松市立南部公民館

(小松市立南部公民館) (0761-43-3911)

プリザーブド
フラワーアレンジメント

小松市立南部公民館

(小松市立南部公民館) (0761-43-3911)

太極拳教室 小松市立板津公民館

(小松市立板津公民館) (0761-23-7747)

書道教室 小松市立板津公民館

(小松市立板津公民館) (0761-23-7747)

11月1日 小松市板津地区体育館
ゆったりとした全身運動で足腰の強
化、バランス感覚を回復させます。

11月2日
小松市板津公民館

研修室
基本から応用まで楷書、行書、草書、
かなの筆使いを学びます。

11月5日 小松市立南部公民館
基本に沿った正しい字の書き方を学
びます。

11月5日 小松市立南部公民館
枯れないお花を使って季節にあった
飾りや置物をつくります。

11月5日 小松市立安宅小学校
ヨガを取り入れたインナーマッスルを
鍛えます。

11月4日 小松市立南部公民館
こどもの発想力を生かし、絵を描くコツ
を仲間たちと楽しく学びます。

11月4日 小松市松陽地区体育館
深い呼吸とゆっくりした全身運動で足
腰の強化やバランス感覚を回復させ、
健康の保持増進を図ります。

11月1日 小松市立安宅小学校
呼吸・姿勢・瞑想を組み合わせて心身
の緊張をほぐし血行を促進します。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

リフレッシュ体操教室 小松市立板津公民館

(小松市立板津公民館) (0761-23-7747)

リラックスヨガ教室 小松市立板津公民館

(小松市立板津公民館) (0761-23-7747)

こども将棋教室 小松市立第一公民館

(小松市立第一公民館) (0761-23-2414)

ゆったり太極拳 小松市立第一公民館

(小松市立第一公民館) (0761-23-2414)

姿勢改善！ゆるりヨガ 小松市立第一公民館

(小松市立第一公民館) (0761-23-2414)

本のテーマ展示 小松市立図書館

(小松市立図書館) (0761-24-5311)

特別展　「彫を彩る－人間国宝
山岸一男の世界－」

石川県輪島漆芸美術館

(石川県輪島漆芸美術館) (0768-22-9788)

わじまどくしょスタンプラリー
輪島市立図書館
（0768-22-2926）

(輪島市立図書館)
輪島市立門前図書館

（0768-42-0129）

9月17日
～11月6日

石川県輪島漆芸美術館

本展覧会では、2018年に重要無形文
化財「沈金」に認定された山岸一男氏
の作品と魅力と絶えざる探究の歩み
を珠玉の作品によって紹介します。

10月1日
～12月4日

輪島市立図書館
輪島市立門前図書館

小学生以下を対象に、本を借りるごと
に「スタンプラリーカード」にスタンプを
１個押印し、30冊読んだら記念品を贈
ります。

11月7日
小松市第一地区

コミュニティセンター

正姿勢を意識しながらヨガに取組むと
姿勢改善は勿論、血の巡りが良くな
り、冷え症、肩こり、首こり等が緩和さ
れ、免疫力が高まります。

10月5日
～11月30日

小松市立図書館
毎月テーマを設定し、おすすめの本を
館内で展示・紹介します。11月のテー
マは『読書週間』、『和菓子』です。

11月5日
小松市第一地区

コミュニティセンター
将棋を通して先を読む力や礼儀作法
を学びます。

11月7日
小松市第一地区

コミュニティセンター

老若男女を問わず、どなたでも参加で
き、無理なく足腰を鍛える事ができま
す。

11月4日 小松市板津地区体育館
ストレッチ体操と音楽に合わせて身体
を動かし体力づくりを行ないます。

11月4日 小松市板津地区体育館
呼吸、姿勢、瞑想を組み合わせて心
身の緊張をほぐします。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

「2022年主な文学賞受賞作品」及び
「2022年『絵本50』」の展示

輪島市立図書館
（0768-22-2926）

(輪島市立図書館)
輪島市立門前図書館

（0768-42-0129）

ふるさと門前川柳優秀作品展 輪島市立門前図書館

(輪島市立門前図書館) (0768-42-0129)

ＤＶＤ上映会 輪島市立門前図書館

(輪島市立門前図書館) (0768-42-0129)

レコードを楽しむ 輪島市立門前図書館

(輪島市立門前図書館) (0768-42-0129)

親子ＤＶＤ上映会 輪島市立門前図書館

(輪島市立門前図書館) (0768-42-0129)

親子読書講座（小学校） 輪島市立門前図書館

(輪島市立門前図書館) (0768-42-0129)

読書講座（中学校） 輪島市立門前図書館

(輪島市立門前図書館) (0768-42-0129)

11月6日 輪島市立門前図書館
当館が所蔵する児童向けのＤＶＤ作
品を上映します。

11月1日
～11月15日

輪島市立門前東小学校
輪島市立門前西小学校

学校と連携し親子での読書推進を図
ります。

11月5日（午前） 輪島市立門前図書館
当館が所蔵する一般向けのＤＶＤ作
品を上映します。

11月5日（午後） 輪島市立門前図書館
デジタル化の現代において、あえてア
ナログで楽しみます。

10月28日
～12月4日

輪島市立図書館
輪島市立門前図書館

テーマに沿った本の展示・貸出をしま
す。

10月28日
～11月30日

輪島市立門前図書館
門前地区の小中学生を対象にふるさ
とをよんだ川柳作品を展示します。

11月1日
～11月15日

輪島市立門前中学校
学校と連携し読書活動の意欲向上を
図ります。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

第51回珠洲市文化祭
珠洲市文化協会事務局

（珠洲市教育委員会事務局）

(珠洲市文化協会事務局
（珠洲市教育委員会事務局）)

(0768-82-7826)

おはなし会 珠洲市民図書館

(珠洲市民図書館) (0768-82-3377)

ささやかな朗読会 珠洲市民図書館

(珠洲市民図書館) (0768-82-3377)

特別展「古九谷の多様性とハレ」 石川県九谷焼美術館

(石川県九谷焼美術館) (0761-72-7466)

パネル展「引札からみえる大聖寺」 加賀市産業振興部文化振興課

(加賀市産業振興部文化振興課) (0761-72-7888)

トモエガモチャレンジ！
2022

加賀市鴨池観察館

(加賀市鴨池観察館) (0761-72-2200)

8月6日
～11月13日

大聖寺鴻玉荘

引札とは明治期に作られた商店など
の広告チラシです。色鮮やかな引札
を通して、当時の大聖寺の姿をご紹
介します。

11月3日
〜11月30日

加賀市鴨池観察館

片野鴨池のシンボルバードともいえる
トモエガモ。望遠鏡でトモエガモを確
認したら、レンジャーに教えて下さい。
確認後、記念品をさしあげます。

10月29日
～12月18日

石川県九谷焼美術館

人を惹きつけてやまない、古九谷の
小皿や中皿は多様性に富んだ美しさ
があります。小品や組物にこそある魅
力を紹介します。

11月5日 珠洲市民図書館

よみきかせボランティア「どんぐりの
会」によるおはなし会です。小学生以
下の子ども向け絵本の読み聞かせを
行います。

11月5日 珠洲市民図書館
「すず朗読文芸ラドリオ」による朗読会
です。大人向けの国内文学作品の朗
読会を行います。

11月2日
～11月3日

ラポルトすず
珠洲商工会議所

市内の芸術芸能文化団体による美の
祭典です。お茶席・生花展などの芸術
展と民謡・舞踊などの芸能まつりに分
かれて開催します。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

企画展「船主のたしなみ」 加賀市北前船の里資料館

(加賀市北前船の里資料館) (0761-75-1250)

秋期企画展 加賀市九谷焼窯跡展示館

(加賀市九谷焼窯跡展示館) (0761-77-0020)

第9回加賀市美術展 加賀市美術館

(加賀市美術館) (0761-72-8787)

開館20周年記念
魯山人と山代温泉
「魯山人との絆」

加賀市魯山人寓居跡
いろは草庵

(加賀市魯山人寓居跡
いろは草庵)

(0761-77-7111)

ミニ企画展
「中谷博士からの贈りもの」

加賀市中谷宇吉郎
雪の科学館

(加賀市中谷宇吉郎
雪の科学館)

(0761-75-3323)

10月20日
～11月22日

加賀市中谷宇吉郎
雪の科学館

本展では当館の収蔵品の中から、中
谷博士が大切な人に贈った書簡や墨
絵を展示します。

10月15日
～11月13日

加賀市美術館
加賀市美術協会に所属する美術作家
が一堂に会する年に一度の総合美術
展です。

9月22日
～12月20日

加賀市魯山人寓居跡
いろは草庵

当館の開館20周年を記念して魯山人
芸術に深く関わった山代温泉との関
係を紐解くシリーズ企画展のうち、
第３回目の企画展として、魯山人と山
代温泉及び加賀市との絆をご紹介す
る作品を展示します。

9月10日
～12月11日

加賀市北前船の里資料
館

北前船の船主たちの衣装や刀剣と
いった所持品、コレクションを通じて、
船主たちの「たしなみ」について紹介
します。

10月5日
～1月中旬

加賀市九谷焼窯跡
展示館

「古九谷」廃絶後100数十年、江戸時
代後期に復活した「再興九谷」の内、
現在の加賀市(旧江沼郡)に展開した
「江沼諸窯」に関する作品を展示しま
す。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

企画展「装幀家谷口喜作と深田久弥」 加賀市深田久弥山の文化館

(加賀市深田久弥山の文化館) (0761-72-3313)

展観施設の無料開放 加賀市文化振興課

(加賀市文化振興課) (0761-72-7988)

図書館を使った調べる
学習コンクール入賞作品展

羽咋市立図書館

(羽咋市立図書館) (0767-22-9777)

ボードゲーム体験会＆特別展 羽咋市立図書館

(羽咋市立図書館) (0767-22-9777)

羽咋市文化祭
羽咋市教育委員会

生涯学習課

(羽咋市教育委員会
生涯学習課)

(0767-22-9331)

英語のおはなし会 かほく市立中央図書館

(かほく市立中央図書館) (076-285-1377)

おはなし会 かほく市立中央図書館

(かほく市立中央図書館) (076-285-1377)

11月4日 かほく市立中央図書館
おはなしボランティアによるおはなし
会を開催します。

11月6日 かほく市立中央図書館
おはなしボランティアによるおはなし
会を開催します。

11月1日
～11月30日

コスモアイル羽咋

地域の知育促進を目的とし、小学生
を対象にボードゲームの体験会
(11/13)を開催します。また、図書館に
てボードゲームの貸出を行い、家庭で
の利用も促進します。

11月2日
～11月3日

羽咋体育館
ほか4会場

文化協会加盟の１３団体が、日頃の
文化活動（作品展、茶会、芸能、吟道
祭等）の発表等を行います。

11月3日 加賀市内展観施設

市内展観施設９か所（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）の入館
料、観覧料が無料となります。

11月1日
～11月30日

羽咋市立図書館

図書館を使った調べる学習の普及を
目的とした、図書館振興財団主催の｢
図書館を使った調べる学習コンクー
ル｣。第25回の入賞作品(複製)を展示
します。

10月8日
～12月28日

加賀市深田久弥山の
文化館資料文献室

深田久弥最初の単行本『翌檜』（昭和
8年）から昭和18年の『續　知と愛』に
至る17冊の谷口喜作装幀の本を一堂
に集めました。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

調べる学習作品・手づくり絵本作品展 かほく市立中央図書館

(かほく市立中央図書館) (076-285-1377)

秋の図書館映画会 白山市立松任図書館

(白山市立松任図書館) (076-274-9877)

企画展
「Stories of the Tedorigawa Geopark

～何気ない風景の中の物語～」
白山市立博物館

(白山市立博物館) (076-275-8922)

秋季テーマ展「中川一政と武者小路実
篤―よみがえる100年前の扁額」

白山市立松任
中川一政記念美術館

(白山市立松任
中川一政記念美術館)

(076-275-7532)

ミニ展示「伝統工芸
美川刺しゅうと美川仏壇」展

白山市立石川ルーツ交流館

(白山市立石川ルーツ交流館) (076-278-7111)

呉竹文庫「熊田源太郎が
憧憬した平安文学」展

白山市呉竹文庫

(白山市呉竹文庫) (076-278-6252)

白山市生涯学習のつどい・
公民館大会

白山市教育委員会
生涯学習課

(白山市教育委員会
生涯学習課)

(076-274-9572)

11月5日
鶴来総合文化会館クレ

イン

白山市ＳＤＧｓ未来都市の実現に向
け、公民館活動をはじめたとした学習
への参加意欲を促進し、生涯学習社
会の一層の推進を図ることを目的とし
て実施します。

10月13日
～11月13日

白山市立
石川ルーツ交流館

地元の伝統工芸である美川刺しゅうと
美川仏壇の解説や作品を展示しま
す。

8月2日～11月20日 白山市呉竹文庫
呉竹文庫設立者熊田源太郎が好ん
だ平安文学『伊勢物語』など物語や
『古今和歌集』などを展示します。

10月7日
～11月13日

白山市立
博物館

白山、手取峡谷、手取川扇状地など
白山手取川ジオパークの風景にある
大地の物語を、写真パネルや岩石標
本展示で解説をします。

9月3日
～11月27日

白山市立松任中川一政
記念美術館

大正11年に武者小路実篤が中川一
政に贈った書が旧中川邸で発見さ
れ、修復を経てよみがえりました。初
公開し、2人の親交を紹介します。

10月23日
～11月6日

かほく市立中央図書館
図書館を使った調べる学習コンクール
ならびに手づくり絵本コンクールの応
募作品の優秀作品を展示します。

11月3日
白山市学習センター
2階ライブシアター

秋の読書週間の時期に合わせ、子ど
も向けの映画を上映します。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

秋風を感じて 白山市立笠間公民館

(白山市立笠間公民館) (076-276-1283)

みやぼ菊花展 白山市立宮保公民館

(白山市立宮保公民館) (076-276-1284)

ノルディックウォーキング教室 白山市立一木公民館

(白山市立一木公民館) (076-276-1285)

ヨガ教室 白山市立一木公民館

(白山市立一木公民館) (076-276-1285)

出城地区活性化まつり 白山市立出城公民館

(白山市立出城公民館) (076-276-1286)

御手洗地区文化祭 白山市立御手洗公民館

(白山市立御手洗公民館) (076-276-1287)

かんたんボールでストレッチ 白山市立中奥公民館

(白山市立中奥公民館) (076-276-1290)

11月4日 白山市立中奥公民館
地域の方々の心と体の健康のため
に、ボールを使った簡単な体操を楽し
く行います。

10月31日
～11月3日

白山市立出城公民館
地域の方の作品を展示し、その間に
様々なイベントを行います。

11月3日
～11月6日

白山市立御手洗公民館
地域の方の作品を展示し、その間に
様々なイベントを行います。

11月2日 石川県内
美しい風景に触れながら、ノルディッ
クウォーキングを実践し、全身運動で
身も心もリフレッシュします。

11月7日 白山市立一木公民館
一年を通して、ヨガで健康増進を図り
ます。

11月7日
石川県立美術館
広坂別館ほか

レトロな金沢と福光を見学し体験しま
す。

10月31日
～11月2日午前

白山市立宮保公民館
丹精込めて栽培した菊花の展示と菊
の花の大きさや姿など審査し表彰しま
す。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

郷地区菊花展 白山市立郷公民館

(白山市立郷公民館) (076-276-1289)

第17回蝶屋文化祭 白山市立蝶屋公民館

(白山市立蝶屋公民館) (076-278-8137)

木版画教室 白山市立鶴来公民館

(白山市立鶴来公民館) (076-273-1212)

吉野谷文化祭・文化展 白山市立吉野谷公民館

(白山市立吉野谷公民館) (076-255-5146)

吉野谷脳トレ
健康マージャン教室

白山市立吉野谷公民館

(白山市立吉野谷公民館) (076-255-5146)

しらみね放課後クラブ 白山市立白峰公民館

(白山市立白峰公民館) (076-259-2901)

11月2日 白峰コミュニティホール

子どもたちがみんなで自由に遊べた
り、宿題をする場です。季節に合わせ
たイベントや駄菓子屋さんも行いま
す。

10月30日
～11月3日

白山市立吉野谷公民館
地域、学校、保育所等の作品展示と
観光物産品の販売を行います。

11月1日 白山市立吉野谷公民館
愛好者が集まり、賭けない･飲まない･
吸わないの健康マージャンを楽しみま
す。

11月3日
～11月4日

白山市立蝶屋公民館
公民館事業での作品や地区の方々
の芸術作品を展示します。テイクアウ
トの販売を行います。

11月4日 白山市立鶴来公民館 版画による年賀状を作成します。

10月29日
～11月2日

白山市立郷公民館
地域の方が育てた菊花を展示し、審
査（金賞、銀賞、銅賞）します。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

いしかわ中央都市圏考古資料展 白山市鳥越一向一揆歴史館

(白山市鳥越一向一揆歴史館) (076-254-8020)

第18回能美市総合文化祭（展示部門）
能美市教育委員会まなび文化

課

(能美市教育委員会まなび文化課) (0761-58-2272)

第18回能美市総合文化祭（発表部門）
市民文化・芸能大会

能美市教育委員会まなび文化
課

(能美市教育委員会まなび文化課) (0761-58-2272)

野々市市・教育委員会表彰贈呈式、
野々市市文化協会・野々市市体育協

会表彰贈呈式

野々市市教育委員会
教育総務課

(野々市市教育委員会
教育総務課)

(076-227-6113)

文化財企画展
「源平合戦と野々市（仮）

野々市市教育委員会
生涯学習課

(野々市市教育委員会
生涯学習課)

(076-227-6122)

川北町表彰式 川北町教育委員会

(川北町教育委員会) (076－277－1151)

11月3日 川北町文化センター
教育、文化、自治、スポーツ賞の表彰
を行います。

11月3日
野々市市文化会館

フォルテ

野々市市表彰、教育委員会表彰、文
化協会表彰・体育協会表彰の贈呈式
を行います。

11月1日
～12月25日

野々市市ふるさと
歴史館

野々市市内にのこる源平合戦に関す
る文化財を紹介します。

10月21日
～11月20日

白山市鳥越一向一揆歴
史館

石川中央都市圏４市２町（金沢、白山
市、かほく市、野々市市、津幡町、内
灘町）には縄文から近世までの史跡
や考古資料が数多くあります。これら
の歴史遺産の保存活用ため考古資
料の巡回展を開催します。今回、縄文
時代の遺物を中心に展示します。

11月5日 根上総合文化会館
自治公民館や生涯学習講座受講生、
市内で活動する団体が日頃の練習の
成果を披露します。

11月4日
～11月6日

根上総合文化会館
能美市民や各地区公民館開催教室
からの作品を展示します。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

川北町文化の日記念講演 川北町教育委員会

(川北町教育委員会) (076－277－1151)

第65回津幡町文化展覧会
津幡町教育委員会

生涯教育課

(津幡町教育委員会
生涯教育課)

(076-288-2125)

第50回津幡町子ども会作品展
津幡町教育委員会

生涯教育課

(津幡町教育委員会
生涯教育課)

(076-288-2125)

津幡町・津幡町教育委員会
表彰贈呈式

津幡町教育委員会
教育総務課

(津幡町教育委員会
教育総務課)

(076-288-8508)

見風と千代女～見風とのつながり～ 津幡ふるさと歴史館れきしる

(津幡ふるさと歴史館れきしる) (076-288-2101)

英田公民館文化展
英田園芸愛好会菊花・盆栽展

津幡町英田公民館

(津幡町英田公民館) (076-288-5995)

11月3日
～11月5日

津幡町英田公民館

公民館行事作品展・子ども書道教室
作品展・個人出展者作品展・英田園
芸愛好会菊花展・盆栽展・野菜販売・
順徳さん謎解きウォークラリーなど開
催します。

11月3日
津幡町文化会館

シグナス

文化功労賞・スポーツ賞・教育奨励
賞・スポーツ奨励賞等の表彰を行い
ます。

10月18日
～12月11日

津幡ふるさと歴史館
れきしる

俳人・河合見風(加賀国津幡生まれ)と
千代女(加賀国松任生まれ)の繋がり
を通して、見風への理解を深められる
ような展示を行います。

11月1日～
11月3日

津幡町文化会館シグナ
ス

サンライフ津幡

津幡町の一般募集による文化展覧
会。およそ20のジャンルから約500点
の作品を展示します。併せてお茶会
（予定）も開催します。

11月1日
～11月3日

サンライフ津幡
津幡町内小学校の児童による絵や習
字等の作品を展示します。

11月3日 川北町文化センター 講師を招いて講演会を開催します。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

笠野文化展 津幡町笠野公民館

(津幡町笠野公民館) (076-288-0760)

ミニおはなし会リレー 津幡町立図書館

(津幡町立図書館) (076-288-2126)

図書を使った調べる学習
コンクール作品展

津幡町立図書館

(津幡町立図書館) (076-288-2126)

図書を使った調べる学習
コンクール作品展

内灘町立図書館

(内灘町立図書館) (076-286-1930)

English Time for babies 内灘町立図書館

(内灘町立図書館) (076-286-1930)

志賀町文化祭
志賀町教育委員会

生涯学習課

(志賀町教育委員会
生涯学習課)

(0767-32-9350)

10月27日
～11月9日

津幡町立図書館
パネルシアター、絵本の読み聞かせ、
紙芝居などを行います。

10月22日
～11月9日

津幡町立図書館
図書館を使った調べる学習コンクール
の入賞作品を展示します。

11月7日 津幡町笠野公民館
児童による書道、絵画や菊愛好家に
よる鉢植え、公民館行事で作成した
作品等を展示します。

11月3日
～11月6日

志賀町文化ホール
記念式典、ジュニア音楽祭、舞台発
表、文化協会・一般応募作品の展示
を行います。

11月4日 内灘町立図書館
図書館サポーターによる０～２歳児対
象の英語のおはなし会を開催します。

11月1日
～11月13日

内灘町立図書館
図書館を使った調べる学習コンクール
の入賞作品を展示します。



事業名
（実施主体）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

宝達志水町文化祭
宝達志水町教育委員会

生涯学習課

(宝達志水町教育委員会
生涯学習課)

(0767-29-8320)

ビジネスアカデミー事業
宝達志水町教育委員会

生涯学習課

(宝達志水町教育委員会
生涯学習課)

(0767-29-8320)

宝達志水町の縄文時代
宝達志水町埋蔵文化財

センター生涯学習課

(宝達志水町埋蔵文化財
センター生涯学習課)

(0767-28-5180)

中能登町文化まつり
中能登町教育委員会

生涯学習課

(中能登町教育委員会
生涯学習課)

(0767－76－2024)

穴水町歴史民俗資料館
無料開放

穴水町歴史民俗資料館

(穴水町歴史民俗資料館) (0768-52-2231)

能登中居鋳物館
無料開放

能登中居鋳物館

(能登中居鋳物館) (0768-56-1231)

11月2日
～11月3日

宝達志水町生涯学習
センターさくらドーム21

保育所、小中高等学校、文化協会、
一般応募等の作品を展示します。ま
た、芸能発表会等も開催します。

10月14日
～11月13日

宝達志水町
埋蔵文化財センター

宝達志水町から出土した土器や石器
を通して、この地域の縄文人の暮らし
を紹介します。

11月3日 穴水町歴史民俗資料館
長家史料や町指定文化財・町内各地
で出土した遺物などを展示します。

11月3日 能登中居鋳物館
中居鋳物の歴史や文化を発信しま
す。

11月2日
～11月4日

ラピア鹿島
ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ飛翔

文化芸術活動を通した交流、発表の
場です。（保育園・小中学校・文化協
会会員作品展、芸能発表等）

10月31日
～11月7日

町内5小学校

小学生高学年を対象に、町で働く業
者の方を講師に、働くこと、仕事内
容、商売の仕組みややりがいなどに
ついて、講義してもらいます。


