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②石川県立美術館

③石川県立歴史博物館

⑥石川四高記念文化交流館

⑦金沢城公園・兼六園
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施 設 名 等

⑤石川県立能楽堂

④加賀本多博物館

いしかわ赤レンガ
ミュージアム

加賀百万石文化めぐり 催し物ガイド兼六園周辺文化の森兼六園周辺文化の森 加賀百万石文化めぐり 催し物ガイド

常設展示
江戸時代に加賀藩の筆頭家老を務めた加賀本多家に伝わる刀や鎧、
お姫様のお輿入れの道具などを展示（ ）

常設展示
豊富な実物資料に加え、精巧なジオラマや迫力ある大型スクリーンなどを使って、
一向一揆、大名行列、加賀・能登の祭りなど石川の歴史と文化をシンボリックに展示（ ）

常設展示
石川四高記念館：四高の歴史と時代の風土を物語る資料を展示
石川近代文学館：石川県ゆかりの文学者の著書、直筆原稿などを展示（ ）

〈企画展〉

4/5～6/19

未来へつなぐ陶芸 -伝統工芸のチカラ展

4/1～4/18

4/24～5/22
第78回
現代美術展 5/28～6/19

第8回日展
金沢展師弟の共演

―石川ゆかりの
　作家と巨匠たち―

6/25～7/24

生誕150年記念
板谷波山の陶芸

8/6～9/4

竹久夢二展
―憧れの欧米への旅―

3/29～4/18

「花鳥画の世界Ⅰ
　―雪舟筆《四季花鳥図》を
　中心に―」など

4/24～5/22
「金沢美大とその周辺」など

6/25～8/1

「波山と石川」など

5/28～6/19

「加賀の工芸」など

4/28～6/26

大加州刀展

アトゥイ
―海と奏でる
アイヌ文化―

9/23～11/13
7/23～8/28

工芸教育の精華
―納富介次郎と
デザインの思想―

3/11～6/7

春季特別展「『加賀八家』本多家の確立
―加賀本多家3代本多政敏―」

6/10～9/6 9/9～12/6

コレクション展示 秋季特別展

4/23～6/26

企画展「言の葉の緑と花―文学と植物
〈後編・夏から秋へ〉」

5月上旬～中旬

城と庭のもてなし事業～春のおもてなし～（仮）

5月～9月（不定期開催）
城と庭のもてなし事業　鶴の丸イブニングライブ（仮）

毎週 土・日・祝 他
金沢城公園 重要文化財特別公開

4/28～5/8

金沢城・兼六園四季物語～春の段～
金沢城・兼六園ライトアップ（仮）

●

兼六園無料開園
金沢城・兼六園
観桜期ライト
アップ

4月上旬頃から1週間程度 金沢城・兼六園四季物語
（ホタル観賞会）（仮）

7月上旬

7月下旬～8月上旬

城と庭のもてなし事業　～夏のおもてなし～（仮）6/3～6/5（予定）

金沢城・兼六園
四季物語～初夏の段～
　金沢城・兼六園
　ライトアップ（仮）

3/18～5/16

Botanical Gardens

工芸にふれる お茶時間

5/20～7/18

きもちとかたち

竹のある暮らし

7/22～8/29

工芸ファミリー

家族でつなぐ工芸のバトン

8月中旬

金沢城・兼六園四季物語～夏の段～
金沢城・兼六園ライトアップ（仮）

8/6～11/27（予定）

企画展「石川ゆかりの詩人たち」（仮題）
同時開催　第10回　広津里香記念
高校生による「創作詩」
入賞作品展

8/6～9/5

「みんなで楽しむ
はじめての工芸Ⅰ」など

7/5～9/4

こどもとおとなの自由研究
工芸の○△□×展

9/16～12/4

ジャンルレス
工芸展

●定例能
　5/1、6/5、7/3、9/4

●観能の夕べ（予定）
　7/2、7/9、7/16、7/23、
　7/30、8/6、8/13、8/20、
　8/27

●別会能
　4/3

●能楽堂探検ツアー
 （仮）4/30、7/30

●初めての謡教室
　5/7、14、21、28

●子ども狂言教室
　7/26、8/2、8/9、8/16

●親子謡教室
　木曜コース  7/28（仮）、8/4（仮）、8/18（仮）、8/25（仮）
　金曜コース  8/5、8/12、8/19、8/26

〈前田育徳会尊經閣文庫分館 / コレクション展〉

石川県金沢城・兼六園管理事務所
金沢市丸の内1-1　TEL：076-234-3800

①国立工芸館

〈石川近代文学館〉

金沢市出羽町3－2
TEL：050-5541-8600（ハローダイヤル）
  ●  開館時間／午前9時30分～午後5時30分まで
  （入館は午後5時まで）
  ●  観覧料／展覧会ごとに異なる
  ●  休館日／月曜日（祝休日の場合は開館し、翌平日休館）
　年末年始、展示替期間

⑧いしかわ生活工芸ミュージアム
金沢市兼六町1－1
TEL：076-262-2020
  ●  開館時間／午前9時～午後5時（入館は午後4時45分まで）
  ●  常設展入館料（企画展示を含む）
　18歳以上：260円、65歳以上：210円、17歳以下：100円
  ●  休館日／4月～11月　毎月第3木曜日、
　12月～3月　毎週木曜日、年末年始

金沢市広坂2-2-5  TEL：076-262-5464
  ●  開館時間／石川四高記念館　午前9時～午後9時
　石川四高記念館/石川近代文学館展示室
　 午前9時～午後5時 （入館は午後4時30分まで）
  ● 常設展入館料／石川四高記念館　無料
　石川近代文学館　一般：370円、
　大学生：290円、高校生以下：無料
  ● 休館日／年末年始（12/29～1/3）

金沢市出羽町3-1
TEL：076-261-0500
  ●  開館時間／午前9時～午後5時
　　　　　　（入館は午後4時30分まで）
  ●  観覧料／一般：400円、大学生：300円、高校生以下：無料
  ●  休館日／3月～11月無休、12月～2月
　毎週木曜日、年末年始、展示替期間

金沢市石引4-18-3
TEL：076-264-2598
  ●  開館時間／午前9時～午後10時
　　　　　　（見学は午後5時まで）
  ●  休館日／毎週月曜日（祝日の場合は開館）、
　　　　　祝日（文化の日は開館）、年末年始

金沢市出羽町3-1 TEL：076-262-3236

金沢市出羽町2-1
TEL：076-231-7580
  ●  開館時間／午前9時30分～午後6時
   （入館は午後5時30分まで）
  ● コレクション展観覧料／一般：370円、
  大学生：290円、高校生以下：無料
  ● 企画展／別途観覧料
  ● 休館日／年末年始、展示替期間

＊「前田育徳会尊經閣文庫分館」は、コレクション展観覧料でご覧いただけます。
＊「石川県文化財保存修復工房」は、常時見学いただけます。

  ●  開館時間／午前9時～午後5時
　（展示室への入室は午後4時30分まで）
  ● 常設展観覧料／一般：300円、
　大学生：240円、高校生以下：無料
  ● 休館日／年末年始、展示替期間

※加賀本多博物館との共通券　一般：500円、大学生：400円、高校生以下:無料

  ●  開園時間 ＜金沢城公園・兼六園＞
  3/  1～10/15　午前7時～午後6時
10/16～  2月末　午前8時～午後5時
（菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門、

河北門、鼠多門）午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）
● 入園料／金沢城公園、河北門、鼠多門 無料　毎日 日没～21：00ライトアップ
　（菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門 大人：320円、小人：100円）
　兼六園　大人：320円、小人：100円　
※時雨亭（兼六園内）、玉泉庵（金沢城公園内）は年末年始休み

毎週土・日、祝日　10:00～12:00, 13:00～15:00 伝統工芸士等による実演・体験（体験料金は500円～1,000円程度）

常設展示（石川の伝統的工芸品36業種を展示）

いしかわ赤レンガ
ミュージアム



百万石まちなか
めぐり さくら

4/2～4/3

さよなら
いちまんさんⅤ

しいのき
子どもパーク

5/4～5/5
しいのき
スクール
7/23～7/24

しいのき夏休み
ワークショップ

7/30～7/31

しいのき星空シネマ 8/5～8/6

しいのきピアノワールド  8/6～8/7

鉄道模型展

7/16～7/18

4/2～4/10

現代の金沢仏壇と仕事展

5/31～6/5

小手毬の会作品展
6/7～6/12

石川・現代書の集い

6/7～6/12

鉄道写真展
7/12～7/18

GIO企画展（仮）
8/27～9/4

高光一生展（仮）
9/22～10/2

金沢美術工芸大学
サービスデザイン展
8/6～8/10●いしかわ・金沢

　風と緑の楽都音楽祭
　吹奏楽の祭典
　5/1

ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ
5/3～9/4

「ひとがた」をめぐる造形

特別展示：オラファー・エリアソン
7/23～9/11

甲冑の解剖術
―意匠とエンジニアリングの美学

5/3～7/10

特別展示：マシュー・バーニー
5/21～9/11

コレクション展1 うつわ
5/21～10/16

企画展「能楽 FOUR SEASONS －春・夏編－」
3/19～8/31

特別展「加賀宝生と中野家」（仮）

9/17～11/13

企画展「お茶とお香の小さな道具の世界」

3/8～6/12

企画展「ひとびとの姿 ～一挙公開！紺谷光俊《竹取物語絵巻》～」（仮）

6/18～9/25

企画展「大拙の姿貌Ⅱ」
2/16～4/24

企画展「2022 大拙と語る」
4/28～9/4

企画展
「ひな飾り展
　～ひな道具～」

2/12～4/10

企画展「端午の節句展 ～時代を表す武将たち～」

4/16～6/5

企画展「金沢の郷土玩具（仮）」
6/11～8/28

企画展「前田土佐守家当主  京へ行く」

1/16～4/17

企画展「前田土佐守家を支えた古文書と伝来品」
4/23～7/3

企画展「武家社会と儀礼」
7/9～9/25

企画展 「中西悟堂  まぼろしの野鳥図鑑」
4/23～8/28

5月 6月 8月 9月7月4月

すがた

⑩金沢21世紀美術館

⑪金沢能楽美術館

⑫金沢ふるさと偉人館

⑬中村記念美術館

⑮金沢くらしの博物館

⑯前田土佐守家資料館

金沢市広坂1-2-1  TEL：076-220-2800
  ●  開館時間／午前9時～午後10時 
＊展示室等の展覧会ゾーンは、午前10時～午後6時
　（金・土は午後8時まで 入場は閉場の30分前まで）
  ● 入館無料
  ● コレクション展観覧料／一般：450円 65歳以上：360円
　大学生：310円　高校生以下：無料
  ● 特別展観覧料／展覧会ごとに異なる

　●休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平
　　　　　日）、年末年始

金沢市広坂1-2-25
TEL：076-220-2790
  ●  開館時間／午前10時～午後6時
　　　　　　（入館は午後5時30分まで）
  ●  観覧料／一般：310円　65歳以上：210円
　　　　　高校生以下：無料
  ●  休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平
　　　　   日）、年末年始、展示替期間

金沢市下本多町6-18-4
TEL：076-220-2474
  ●  開館時間／午前9時30分～午後5時
　　　　　　（入館は午後4時30分まで）
  ●  観覧料／一般：310円  65歳以上：210円  高校生以下：無料
 ● 休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、
　　　　  年末年始、展示替期間

金沢市本多町3-2-29
TEL：076-221-0751
  ●  開館時間／午前9時30分～午後5時
　　　　　　（入館は午後4時30分まで）
  ● 観覧料／一般：310円  65歳以上：210円  高校生以下：無料
  ● 休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、
　　　　　　年末年始、展示替期間

金沢市片町2-10-17
TEL：076-233-1561
  ●  開館時間／午前9時30分～午後5時
　　　　　　（入館は午後4時30分まで）
  ● 観覧料／一般：310円  65歳以上：210円  高校生以下：無料
  ● 休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、
　　　　　  年末年始、展示替期間

金沢市飛梅町3-31
TEL：076-222-5740

⑭鈴木大拙館
金沢市本多町3-4-20
TEL：076-221-8011
  ●  開館時間／午前9時30分～午後5時
　　　　　　（入館は午後4時30分まで）
  ● 観覧料／一般：310円　65歳以上：210円
　　　　  高校生以下：無料
  ● 休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平
　　　　  日）、年末年始、展示替期間

  ●  開館時間／午前9時30分～午後5時
　　　　　　（入館は午後4時30分まで）
  ● 観覧料／一般：310円  65歳以上：210円  高校生以下：無料
  ●  休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、
　　　　　  年末年始、展示替期間

※常設展示以外の催しの観覧には、別途料金が必要になる場合があります。
※展覧会名、会期、料金、休館日等は、変更になる可能性があります。詳細は各施設へお問い合わせください。

発行：兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会
　　（石川県文化振興課内　TEL:076-225-1371（平日 9：00～17:00））
監修：石川県文化振興課・金沢市文化政策課

⑨石川県政記念しいのき迎賓館
金沢市広坂2-1-1
TEL：076-261-1111
  ●  開館時間／午前9時～午後10時
  ●  入館無料（イベントへの参加等で料金
　が必要となる場合があります）
  ●  休館日／年末年始

施 設 名 等


