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　古美術から現代の美術まで各分野にわたって、石川県にゆかりのある作家の作品を中心に展示し、地方色豊かな美術館とし
て高い評価を得ています。国宝「色絵雉香炉」、古九谷は見逃せないものです。
　また、2階の「前田育徳会尊經閣文庫分館」では、前田育徳会所有の加賀藩前田家に伝わる貴重な文化財を展示しています。
　★コレクション展観覧料／一般360円、大学生290円、高校生以下無料
　　※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。
　★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）　★休館日／年末年始、展示替期間
　★アクセス／兼六園シャトル「県立美術館・成巽閣」下車徒歩2分
　　　　　　　城下まち金沢周遊バス「広坂・21世紀美術館」下車徒歩5分

－1石川県立美術館
金沢市出羽町 2 − 1　TEL　076 − 231 − 7580

　金沢の商家中村家が収集した茶道美術の名品をはじめ、書・絵画・陶磁器・加賀蒔絵・加賀象嵌などを四季折々の
テーマに従って展示しています。また、お庭の見える呈茶室で抹茶がいただけます。（呈茶200円〜）
　★観覧料／一般300円、65歳以上200円、高校生以下無料
　★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）
　★休館日／年末年始、展示替期間
　★アクセス／城下まち金沢周遊バス「本多町」下車徒歩3分

中村記念美術館
金沢市本多町 3 − 2 − 29　TEL　076 − 221 − 0751
12

　さまざまな分野において活躍した金沢ゆかりの「近代日本を支えた偉人たち」、高峰譲吉、木村栄、鈴木大拙、
西田幾多郎、八田與一、中西悟堂、谷口吉郎などの生涯と業績について遺品・関係資料を展示し、わかりやすく紹
介しています。
　★観覧料／一般300円、65歳以上200円、高校生以下無料
　★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）
　★休館日／年末年始
　★アクセス／城下まち金沢周遊バス「本多町」下車徒歩2分

金沢ふるさと偉人館
金沢市下本多町 6 − 18 − 4　TEL　076 − 220 − 2474
11

　建物は旧制中学校の校舎として明治３２（１８９９）年に建築された貴重な洋風建築物（県指定文化財）で、町家
の座敷を再現し、金沢の風物詩や料理、昔ながらの生活用品、伝統産業の製作用具などを紹介しています。
　★観覧料／一般300円、65歳以上200円、高校生以下無料
　★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）
　★休館日／年末年始、展示替期間
　★アクセス／東部車庫・湯涌温泉方面行き北陸鉄道バス「石引町」下車徒歩1分
　　　　　　　（紫錦台中学校校門入って正面）

金沢くらしの博物館
金沢市飛梅町 3 − 31　TEL　076 − 222 − 5740
14

　前田利家とまつの次男利政を家祖とする加賀藩の名家「前田土佐守家」に伝来する歴史資料約9,000点を保
存し、その一部を公開する博物館です。加賀八家の一つに数えられる上級武家に伝来する資料が金沢の歴史と文
化を今に伝えます。
　★観覧料／一般300円、65歳以上200円、高校生以下無料
　★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）
　★休館日／展示替期間
　★アクセス／兼六園シャトル、城下まち金沢周遊バス「香林坊」下車徒歩6分

前田土佐守家資料館
金沢市片町 2 − 10 − 17　TEL　076 − 233 − 1561
15

　大正時代に建てられた“旧県庁舎”が生まれ変わった、背面がガラス張りの空間です。
　平成22（2010）年4月にオープンした館内には、兼六園周辺エリアの総合案内をはじめ、知事室を改
装したレストラン、カフェ、ギャラリーなどがあります。イベント情報の収集、観光の途中での休憩やお食
事など、お気軽にご利用ください。
　★入館料／無料　※館内のイベントへの参加・観覧には、別途料金が必要となる場合があります。
　★開館時間／午前9時〜午後10時
　★休館日／年末年始
　★アクセス／兼六園シャトル、城下まち金沢周遊バス「広坂・21世紀美術館」下車

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
81

　石川県内外の文化財の保存や修復を扱う施設です。修復作業の工程を映像などでわかりやすく紹介するほか、
実際の修復作業の様子も見学できます。（平成28年4月24日リニューアルオープン）
　★入館料／無料　★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）　★休館日／年末年始
　★アクセス／石川県立美術館と同じ

－2石川県文化財保存修復工房
金沢市出羽町 1 − 1　TEL　076 − 221 − 8810
1

　石川県は、加賀藩歴代藩主が能を愛好し、藩士や領民にも奨励したため、「加賀宝生」といわれるほど能楽が盛
んな土地柄となりました。当館は、昭和47（1972）年に全国初の独立した公立能楽堂として開館し、石川県の能楽
文化の保存・継承及び振興の拠点として親しまれています。能舞台は、昭和7（1932）年に建てられた金沢能楽堂
の本舞台を移築したもので、長い歳月を経て、重厚な趣に満ちています。
　★入館料／能舞台の見学は無料（ただし、見学は公演等のない日のみ可能）
　★開館時間／午前9時〜午後10時　※見学は午後5時まで（入館は午後4時30分まで）
　★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
　★アクセス／兼六園シャトル「県立美術館・成巽閣」下車

石川県立能楽堂
金沢市石引 4 − 18 − 3　TEL　076 − 264 − 2598
4

　国指定重要文化財を活用し、「石川四高記念館」と「石川近代文学館」で構成しています。「石川四高記念館」で
は、四高の歴史を伝える関係資料の展示のほか、各種行事等に利用できる多目的利用室を設けています。「石川近
代文学館」では、石川県ゆかりの文学者の関係資料の展示や朗読会などを開催します。
　★常設展入館料／石川四高記念館　無料　 石川近代文学館　一般360円、大学生290円、高校生以下無料
　★開館時間／石川四高記念館　午前9時〜午後9時　※展示室　午前9時〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
　　　　　　　石川近代文学館　午前9時〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
　★休館日／年末年始　★アクセス／兼六園シャトル「香林坊（四高記念館前）」下車

石川四高記念文化交流館
金沢市広坂 2 − 2 − 5　TEL　076 − 262 − 5464
5

　石川の風土が育てた伝統的工芸品36業種すべてを「常設展示」や「企画展示」にて作品等を紹介するとともに
「実演体験メニュー」も用意しております。
　ワークショップなどのプログラムの詳細については工芸館ホームページにて。
　★入館料（企画展示含む）／1階 無料　2階 18〜64歳260円、65歳以上200円、6〜17歳100円
　★開館時間／午前9時〜午後5時（入館は午後4時45分まで）
　★休館日／4月〜11月の第3木曜日、12月〜3月の毎週木曜日、12/31〜1/3
　★アクセス／兼六園シャトル「県立美術館・成巽閣」下車徒歩2分

石川県立伝統産業工芸館
金沢市兼六町 1 − 1　TEL　076 − 262 − 2020
6

【金沢城公園】金沢城は、本願寺による金沢御堂に始まり、天正11（1583）年に前田利家が入城してから本格的な築城が開始されまし
た。明治2（1869）年まで加賀藩前田家14代の居城でしたが、明治以後、終戦までは陸軍の拠点、その後、平成7（1995）年までは金沢
大学のキャンパスとして利用されてきました。現在は、金沢城公園として整備され、平成13（2001）年より一般に公開されています。
【兼六園】江戸期の代表的な大名庭園で林泉回遊式庭園の特徴を今に伝えています。前田家5代藩主綱紀が蓮池庭を造営したのが始
まりで、13代斉泰が天保8（1837）年、霞が池を掘り広げ、ほぼ現在の形に整えられました。「兼六園」の名は、「宏大・幽邃・人力・蒼古・
水泉・眺望」の六勝を兼備するとの意味です。廃藩後は、公園として一般開放され、昭和60（1985）年に特別名勝となっています。
　★入園料／金沢城公園　無料（菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門は、18歳以上310円、6〜17歳100円）
　　　　　　兼六園　18歳以上310円、6〜17歳100円
　★入園時間／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、河北門及び時雨亭は午前9時〜午後4時30分（入場は午後4時まで）
　★アクセス／兼六園シャトル、城下まち金沢周遊バス「兼六園下・金沢城」下車

金沢城公園・兼六園
金沢市丸の内 1 − 1　TEL　076 − 234 − 3800
7

　金沢能楽美術館では、金沢の能楽「加賀宝生」に伝わる貴重な能面や能装束を収蔵展示するとともに、全国に
伝わる国内有数の能の名品も紹介しています。このような貴重な美術品と伝統芸能を次代に伝え、伝統を現代、さ
らに未来へと繋げていく新しい文化施設になることを目指しています。能面・能装束体験コーナーが人気です。
　★観覧料／一般300円、65歳以上200円、高校生以下無料
　★開館時間／午前10時〜午後6時（入館は午後5時30分まで）
　★休館日／毎週月曜日（祝日の場合はその直後の平日）、年末年始、展示替期間
　★アクセス／兼六園シャトル、城下まち金沢周遊バス「広坂・21世紀美術館」下車

金沢能楽美術館
金沢市広坂 1 − 2 − 25　TEL　076 − 220 − 2790
10

　兼六園に隣接し、気軽に立ち寄れる「まちに開かれた公園のような美術館」です。建物は、裏と表のな
いガラスのアートサークルが採用され、トップライトや光庭など明るさや開放感にも配慮されており、建物
と一体となったコミッションワークと呼ばれる作品が人気を呼んでいます。
　★入館料／無料
　★コレクション展観覧料／一般360円、大学生・65歳以上280円、高校生以下無料
　★特別展観覧料／展覧会毎に異なる
　★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・土曜日は午後8時まで）
　　※展覧会ゾーン入場は閉場の30分前まで
　★休館日／毎週月曜日（祝日の場合はその直後の平日）、年末年始
　★アクセス／兼六園シャトル、城下まち金沢周遊バス「広坂・21世紀美術館」下車

金沢21世紀美術館
金沢市広坂 1 − 2 − 1　TEL　076 − 220 − 2800
9

　金沢が生んだ仏教哲学者・鈴木大拙の考えや足跡を広く国内外の人々に伝えることにより、大拙についての理
解を深めるとともに、来館者自らが思索する場となっています。設計は国際的な建築家・谷口吉生氏です。
　★観覧料／一般300円、65歳以上200円、高校生以下無料
　★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）
　★休館日／毎週月曜日（休日の場合はその直後の平日）、年末年始、展示替期間
　★アクセス／城下まち金沢周遊バス「本多町」下車徒歩4分

鈴木大拙館
金沢市本多町 3 − 4 − 20　TEL　076 − 221 − 8011
13

※常設展示以外の催しの観覧には、別途料金が必要とな
る場合があります。

※展示替等により、休館日が変更になる場合があります。2016年10月発行

監修：石川県文化振興課、金沢市文化施設課　発行：兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会（石川県文化振興課内）TEL　076 − 225 −1371

　赤レンガ造りの旧陸軍兵器庫（国指定重要文化財）を活用した歴史博物館。豊富な実物資料に加え、加賀藩の
大名行列を映像や人形で楽しく紹介するコーナーや、石川の祭りを大迫力で体感できる映像シアターなどにより、
「石川の歴史と文化」をわかりやすく展示しています。また、甲冑などの衣装を着たり、昔の道具を使ってみたりでき
る体験メニューも充実しています。
　★常設展観覧料／一般300円、大学生240円、高校生以下無料
　　※加賀本多博物館との共通券（常設展のみ）　一般500円、大学生400円、高校生以下無料
　★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）　★休館日／年末年始、展示替期間
　★アクセス／兼六園シャトル「県立美術館・成巽閣」下車徒歩2分
　　　　　　　城下まち金沢周遊バス「広坂・21世紀美術館」下車徒歩8分

石川県立歴史博物館2

金沢市出羽町 3 − 1　TEL　076 − 262 − 3236

いしかわ赤レンガミュージアム

　徳川家康重臣で本多正信の次男である「本多政重」を初代とする加賀本多家に伝来した貴重な品々を展示する武家
博物館。政重は加賀藩に仕官後、大名並みの「五万石」という破格の禄高を拝領し、加賀藩の筆頭家老となった。その
政重が関ヶ原の戦いで着用した鎧や槍、２代の政長所用で全国有数の所蔵点数を誇る馬具、藩主・前田家よりお輿入
れになった姫君ご愛用の豪華な調度品など価値のある品々を所蔵。
　★観覧料／一般400円、大学生300円、高校生以下無料　
　★開館時間／午前9時〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
　★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
　★アクセス／石川県立歴史博物館と同じ

加賀本多博物館
金沢市出羽町 3 − 1　TEL　076 − 261 − 0500
3
いしかわ赤レンガミュージアム



①石川県立美術館

②石川県立歴史博物館

⑤石川四高記念文化交流館

⑥石川県立伝統産業工芸館

⑦金沢城公園・兼六園

兼六園周辺文化の森兼六園周辺文化の森 文化施設 催し物ガイド文化施設 催し物ガイド 平成28年10月～平成29年3月
http://www.pref.ishikawa.jp/muse/bunkanomori

施 設 名 等

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　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）

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

常設展示（ ）

常設展示
精巧なジオラマや迫力ある大型スクリーンなどを使い、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
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

※企画展の詳細については、ホームページをご覧ください。

（ ）

④石川県立能楽堂

企画展「作家と山山 －日本文学百名山－」

9/17～11/27

企画展「作家と石川近代文学館
－文学館を支えた人たち」（仮題）

1/7～3/18（予定）

③加賀本多博物館

加賀藩の
美術工芸Ⅰ

特別陳列
高山右近（古美術）
特集 立見榮男展
優品選（工芸、絵画･彫刻）

9/10～10/23

9/17～11/6

～10/10

加賀藩の美術工芸Ⅱ
10/14～11/15

幽玄の世界 
能面・能装束

11/19～12/18

新春優品選
12/23～2/12

天神信仰と文房具
2/16～3/22

〈企画展〉

「近代美術の
　至宝 」

第63回
日本伝統工芸展金沢展
10/28～11/6

1/4～2/12

「絵画にみる江戸のくらし」

3/2～16

重要無形文化財指定
40周年  輪島塗

＜石川四高記念館＞

＜石川近代文学館＞

〈前田育徳会尊經閣文庫分館／コレクション展〉

秋季特別展
「城下町金沢は大にぎわい！」

●10/2　　　　　　　●11/6　　　　　  ●12/4　　　　　　　  ●1/9　 　　　　●2/5　　　　●3/5
金沢能楽会定例能　各日 13:00～

●1/21   ●2/4　　　   ●2/25 ●3/4 ●3/11 
冬の観能の夕べ　各日 14:30～（予定）

●加賀宝生の魅力
　能楽体験と
  “ろうそく能”鑑賞会
 　10/27 体験15:30、鑑賞18:00～

●箏曲人間国宝  山勢松韻
　箏のしらべと対談  10/21  18:30～

●狂言 和泉流・大蔵流競演　
　1/29

●金沢能楽会慈善能
　12/18　13:00 ～

10/14～11/13
SAKE×酒器

金沢城公園・兼六園ライトアップ～秋の段～
11/18～12/3
17:30～21:00

●兼六園無料開園（文化の日）
　11/3　8:00～17:00

兼六園無料開園（年末年始）
12/31～1/3　8:00～17:00

金沢城公園・兼六園ライトアップ～冬の段～
1/27～2/4　17:30～21:00

2月

普段使いのうつわ（仮題）11月・12月
スノードーム（仮題） 

12月・1月
めおと舟（仮題）

9/30～11/6
加賀水引

がんばるけん！くまもとけん！
 　　  9/16 ～ 10/10

2月・3月
女流作家展（仮題）

11月・12月
いしかわのお正月（仮題）

～11/30

特別展「武装の美」

12/10～1/15

企画展
「モダン金沢と民衆文化（仮称）」

2/11～3/20

企画展
「松村コレクションの書と絵画」

企画展
「れきはくコレクション2016」

 4/1～3/31
石川四高記念文化交流館特別展示「四高柔道部に見る肉体派の『超然主義』」

いしかわ赤レンガ
ミュージアム

いしかわ赤レンガ
ミュージアム

石川の文化財 （古美術）
特集 木彫二人展
優品選（工芸・絵画・彫刻）

大乗寺の文化財
特別陳列 開光市 展
明治の工芸
優品選（絵画・彫刻）

新春優品選（古美術･工芸）
特集 高光一也の世界
特集 書の美
人体彫刻考 1

九谷焼の美 （古美術）
特別陳列 女性作家のきらめき（工芸）
優品選（絵画・彫刻）
人体彫刻考 2

終夜開園
12/31  17:00～1/1  8:00

11月 12月 2月 3月1月10月

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
  ●  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、河北門）
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　無料
（菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓  大人：310円、小人：100円）
兼六園　大人：310円、小人100円　
※時雨亭（兼六園内）は年末年始休み

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）
  ●  入館料（企画展示を含む）／18歳以上：260円、
　65歳以上：200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
　　　　12/31～1/3

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
 　展示室　午前9時～午後5時 （入館は午後4時30分まで）
　 石川近代文学館　午前9時～午後5時
　　　　　　　　　 （入館は午後4時30分まで）
  ● 常設展／石川四高記念館　無料
　石川近代文学館　一般：360円、大学生：290円、高校生以下：無料
  ● 休館日／年末年始

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／12月～2月の毎週木曜日、
　　　　　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／一般：360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。

  ●  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／一般：300円、大学生：240円、高校生以下：無料
 　※加賀本多博物館との共通券（常設展のみ）
　一般：500円、大学生：400円、高校生以下:無料
  ● 休館日／年末年始、展示替期間



施 設 名 等 11月 12月 2月 3月1月10月

⑨金沢21世紀美術館

⑩金沢能楽美術館

⑪金沢ふるさと偉人館

⑫中村記念美術館

⑭金沢くらしの博物館

⑮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：360円　
　大学生・65歳以上：280円　高校生以下：無料
  ● 特別展観覧料／展覧会毎に異なる
  ● 休館日／毎週月曜日（祝日の場合はその直後の平日）、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：300円　65歳以上：200円
　　　　　高校生以下：無料
  ●  休館日／毎週月曜日（祝日の場合はその直後の
　　　　　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：300円　65歳以上：200円
　　　　　高校生以下：無料
  ● 休館日／年末年始

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：300円　65歳以上：200円
　　　　  高校生以下：無料
  ● 休館日／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：300円　65歳以上：200円
　　　　  高校生以下：無料
  ● 休館日／展示替期間

金沢市飛梅町3-31
TEL：076-222-5740

⑬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：300円　65歳以上：200円
　　　　  高校生以下：無料
  ●  休館日／毎週月曜日（休日の場合はその直後の 
　 　　　　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：300円　65歳以上：200円
　　　　　高校生以下：無料
  ●  休館日／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活性化推進実行委員会
　　 （石川県文化振興課内　TEL:076-225-1371）
監修：石川県文化振興課・金沢市文化施設課

⑧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

工芸とデザインの境目

トーマス・ルフ

10/8～3/20

コレクション展2
9/10～11/27

クラフトビア  10/1～2
KOGEIかなざわ2016
KOGEIフェスタ  10/8～10

いしかわスイーツ博2016
10/15～16

国際ガラス展
10/17～31

●サケマルシェ
　10/29

発足30周年 松翔会漆芸展  11/2～9
いしかわはいいね！
からくり人形展（仮称）

百万石まちなかめぐりもみじ2016  11/5～6

GIO企画展  12/16～27
ホビーフェスタいしかわ2016  11/11～13

輪島漆芸技術研修所
卒業作品展
 3/15～22（予定）

山中挽物轆轤研修所
卒業作品展
 3/15～22（予定）

九谷焼技術研修所
卒業制作展
 3/24～31（予定）

ふるさと
発酵食展
 2/11～12

金沢美大
企画展
 2/14～21
（予定）

石川県デザイン展
11/17～20

北陸の風土風景木版画展
11/23～30

12/10～3/12

子ども作品展
「第9回  自画像展」

子ども作品展
「第12回 名前－文字展」

12/17～1/22

企画展
「『坊つちやん』に登場する赤シャツのモデル？
　横地石太郎」

9/10～11/27 2/4～4/2

企画展
「新年を祝うめでたいしるし」

開館50周年記念特別展Ⅳ
「中村栄俊翁と同時代の人びと」

12/4～1/29

開館50周年記念特別展Ⅲ
「書跡と文房具」

9/16～11/27 2/5～4/16

企画展
「石川県西田幾多郎記念哲学館
　交流協定5周年記念特別展」 企画展「2017春・大拙と語る展」

11/16～1/29

企画展
「開館5周年記念特別展
 「無-心 Mu-Shin」」

7/27～11/13 2/1～4/23

企画展「新春を祝う」 企画展「史料にみる武具・軍装」
12/10～1/22

企画展
「明治維新後 近代の前田土佐守家」

10/1～12/4 1/28～4/23

特別展「金沢の獅子舞」

※前期・後期開催につき、12月中旬に展示替え休館あり

企画展「雛飾り展」（仮称）
10/9（リニューアルオープン）～2/19 2/25～4月上旬

10周年記念Ⅳ「新・古能面展Ⅶ」

特別展
「山科理絵の
　描く能」（仮称）

12/3～2/26

10周年記念Ⅲ
「金沢能楽美術館
　the best of the best」

10/1～11/27

同時開催「現代能面美術展〈公募〉」
12/3～1/15

3/4～6/10

1/7～29（予定）


