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「いしかわ文化の日」「いしかわ文化推進期間」

期間中に県内の文化施設を5施設巡ってスタンプを集めると

オリジナル記念品プレゼント！

県立美術館、県立歴史博物館、石川四高記念文化交流館、
西田幾多郎記念哲学館、九谷焼美術館、七尾美術館、輪島漆芸美術館

県内116の文化施設が

県民入場無料！

※ほか3施設で県民入場料割引、
　1施設で記念品贈呈
※対象施設は上記ホームページまで

小中学生対象。兼六園周辺文化の森を中心に実施される、石川
ならではの多彩な文化体験メニューに参加しながら、スタンプを集
めるスタンプラリーです。スタンプ数に応じて「出世」し、クイズに正
解すると豪華記念品をプレゼント！ 目指せ「いしかわ文化将軍」!!

いしかわ子ども文化体験チャレンジスクール

～進め！ 出世街道 2０18 ～

3.31日平成31年

4.1日平成30年
～～

御朱印帳（スタンプラリー台帳）は対象各施設にあります。

〈対象〉「いしかわ文化の日」県民入場無料・
割引等施設・スタンプラリー協力施設（122施設）

（http://pref.ishikawa.lg.jp/muse/）

石川県・金沢市文化施設共通鑑賞パスポート

〈販売場所〉
対象施設及び「しいのき迎賓館」

〈対象施設〉

文化得とく

パスポート

県立美術館、県立歴史博物館、石川四高記念文化交流館、県立

伝統産業工芸館、県銭屋五兵衛記念館、県金沢港大野からく

り記念館、金沢蓄音器館、泉鏡花記念館、金沢文芸館、寺島蔵

人邸、徳田秋聲記念館、安江金箔工芸館、金沢卯辰山工芸工房、

金沢能楽美術館、金沢ふるさと偉人館、中村記念美術館、鈴木

大拙館、金沢市老舗記念館、前田土佐守家資料館、室生犀星記

念館、金沢くらしの博物館、金沢湯涌江戸村、金沢湯涌夢二館

700円で23施設に入館できます。
利用開始日から2日間有効

(一部対象外の展覧会あり）

※9月下旬頃からご覧いただけます。

このマークが
 対象事業です

お問合せ

TEL 076-225-1371
（石川県文化振興課内）

（平日9：00～17：00） 兼六園周辺文化の森 検 索

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会

兼六園周辺文化の森

秋のの

2018 Autumn Museum Week

伝統芸能、講演会、展覧会からコンサートまで・・・

藩政期から培われた豊穣な文化が今、多彩に花開きます。

伝統芸能、講演会、展覧会からコンサートまで・・・

藩政期から培われた豊穣な文化が今、多彩に花開きます。

兼六園周辺文化の森

～石川の伝統文化が魅了する～

～石川の伝統文化が魅了する～

秋のの

2018 Autumn Museum Week

10.21［日］ 11.4［日］

2018

お問合せ （石川県文化振興課内）

TEL 076-225-1371 後援： （公社）石川県観光連盟

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会
（平日9：00～17：00）

10.21［日］

辻口博啓シェフの

スイーツパフォーマンス会

世界最高峰 パティシエの技を披露

申込：往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・人数を記載して下記まで
　　 （はがき1通につき2名まで応募可）※応募者多数の場合は抽選
　　 〒９２０-８５８０（住所不要）石川県文化振興課
　　 「辻口博啓シェフのスイーツパフォーマンス会」係まで
　　 締切：10/4［木］必着

講師：辻口 博啓氏（パティシエ）

14：00～15：30
定員：50名

会場：石川県立美術館

10.26［金］

能楽堂
スペシャル朗読会

申込：往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・人数を記載して下記まで
　　 （はがき1通につき2名まで応募可）※応募者多数の場合は抽選
　　 〒９２０-８５８０（住所不要）石川県文化振興課「能楽堂スペシャル朗読会」係まで
　　 締切：10/4［木］必着

出演：浅野 温子氏（女優）

作品：「羽衣ものがたり～三保の松原に舞い降りた天女～」

18：30 ～ 20：00頃
定員：400名

会場：石川県立能楽堂

Special
スペシャル

秋季

特別展

要申込・無料

要申込・無料

料金：1,000円（ケーキセットつき）

11.3［土・祝］

歌舞伎メイク
体験ワークショップ

「歌舞伎衣裳 綺羅をまとう」記念イベント
き    ら

く  ま ど  り

申込：兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（県文化振興課内）に
　　 電話（076-225-1371）もしくは兼六園周辺文化の森HP 
　　 (http://kenrokuen-bunkanomori.com/）イベント申込フォーム

①1０：００～12：００ ②13：3０～15：3０
定員：各3０名（先着順）
対象：小・中学生会場：石川県立歴史博物館

要申込

11/3［土・祝］は兼六園無料開園（7：00～18：00）

玉泉院丸庭園ライトアップ
〈ロック・スペシャル〉

Stage 1  17：3０～18：3０
Stage 2  19：0０～20：0０

（入園は20：45まで）

10.1［月］ ～11.4［日］

10.21［日］ ～11.3［土・祝］

10.21［日］ 

入園無料

金沢城公園玉泉院丸庭園でのロックミュージックの放送や、
音楽にあわせた
7色の
ライトアップを
行います。

金沢城公園玉泉院丸庭園でのロックミュージックの放送や、
音楽にあわせた
7色の
ライトアップを
行います。

金沢城公園・兼六園 TEL 076-234-3800

11.2［金］～4［日］

「隈取」

女優の浅野温子さんをお招きし、

能の人気演目「羽衣」の題材ともなった

「羽衣伝説」をベースに、独自の創作を加えた

オリジナル物語を“よみ語り”いただきます。

世界最高峰のパティシエ辻口氏が会場で

スイーツデコレーションを実演します。

歌舞伎の化粧「隈取」を体験できる

ワークショップ。歌舞伎のミニ実演鑑賞や

衣裳を着て記念撮影もできます。

駐車場の台数が非常に限られています。なるべく公共交通機関を利用してお越し下さい。

201810.21［日］ 201810.21［日］～11.3［土・祝］

「いしかわ文化の日」、「いしかわ文化推進期間」には、県内全域で様々な文化イベントが開催されます。

詳しくは、石川県文化振興課のホームページ

「いしかわ文化の日」、「いしかわ文化推進期間」には、県内全域で様々な文化イベントが開催されます。

詳しくは、石川県文化振興課のホームページ

（記念品の交換は、11月30日［金］まで）

兼六園周辺の文化施設ももちろん対象！

記念品引換所

スタンプラリーの台紙は、

対象各施設に設置の

「いしかわイベント手帖」内にあります。

「いしかわ文化の日」 「いしかわ文化推進期間」

脚本：阿村 礼子氏

（10.21～11.3  いしかわ文化推進期間）

※各イベントは、都合により変更・中止になる場合がありますので、ご了承ください。

イベントスケジュール

その他の主な展覧会・展示その他の主な展覧会・展示

県立美術館

10.18［木］～11.19［月］〈コレクション展〉

特別陳列「加賀藩の美術工芸Ⅱ」

「石川の文化財」

「画家とやきもの」【工芸】

「秋の優品展」【絵画・彫刻】

10.26［金］～12.9［日］
中村記念美術館

東京国立近代美術館工芸館移転連携事業・特別展

「茶の湯の道具 Modern＆Classic」

10.16［火］～11.25［日］特別展「金沢の花嫁衣裳（後期）」金沢くらしの博物館

10.24［水］～1.27［日］企画展「自然を詠う」鈴木大拙館

9.30［日］～12.2［日］前田土佐守家資料館 企画展「動物庭園 －前田土佐守家資料のなかの動物たち－」

10.13［土］～10.21［日］しいのき迎賓館 『鍛鉄』西田光男（PAGE ONE）展

9.6［木］～11.25［日］企画展

「開館50周年記念 石川近代文学館 作家大集合」
石川四高記念文化交流館

10.26［金］～11.3［土・祝］

10.19［金］～12.10［月］

10.19［金］～12.10［月］

「珠洲焼～黒灰色のかがやき～」

「7colors！！ －金沢仏壇7色の職人－」
県立伝統産業工芸館

10.6［土］～11.25［日］特別展

「武家の能と身体 －加賀藩13代藩主前田斉泰ゆかりの能装束と『申楽免廃論』－」
金沢能楽美術館

金沢21世紀美術館

7.7［土］～10.21［日］

7.7［土］～3.24［日］

9.8［土］～3.3［日］

10.6［土］～3.24［日］

11.3［土・祝］～5.6［月・振］

「起点としての80年代」

「lab.3 DeathLAB：死を民主化せよ」
東アジア都市2018金沢 コア事業連携企画

「チウ・ジージエ 書くことに生きる」

「アペルト 09 西村有」
コレクション展

「アジアの風景/粟津潔、マクリヒロゲル5」

9.15［土］～11.25［日］企画展「北條時敬とその教え子たち」金沢ふるさと偉人館

県立生涯学習センター
マナビィフェア in 本多の森 2018

（パネルウィーク）

10.21［日］

11.1［木］

23［火］

24［水］

26［金］

27［土］

30［火］

28［日］

2［金］

3［土・祝］

4［日］

いしかわ
文化の日

県内116の文化施設が

県民入場無料！

県内116の文化施設が

県民入場無料！



14：00～14：30

本多家15代当主でもある
館長による展示品解説です。
本多家15代当主でもある
館長による展示品解説です。
本多家15代当主でもある
館長による展示品解説です。
本多家15代当主でもある
館長による展示品解説です。
本多家15代当主でもある
館長による展示品解説です。

本多政均所用の陣笠

TEL 076-261-0500加賀本多博物館

秋季特別展

「加賀本多家の幕末維新」

料金：一般400円、大学生300円、高校生以下無料

ギャラリートーク

9.8［土］～12.4［火］

11.3［土・祝］

本多政均暗殺事件と旧臣による「仇討ち」に迫ります。本多政均暗殺事件と旧臣による「仇討ち」に迫ります。

※展示室の観覧料が必要

申込不要

TEL 076-231-7580石川県立美術館

料金：一般700円、
　　  大学生400円、高校生以下無料「第65回日本伝統工芸展金沢展」

展示展示

10.26［金］～11.4［日］
陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の7部門の入選作品の中から、
人間国宝や地元作家の作品を中心に展示します。
陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の7部門の入選作品の中から、
人間国宝や地元作家の作品を中心に展示します。

申込不要・無料

申込不要・無料

申込不要展示作品解説

こども陶芸教室

13：30～16：00
定員：20名

※28日[日]13：30～の実施はありません

10.27［土］

お茶碗と箸置きに
九谷焼の「上絵付け」を行い、
好きなもようをつけます。

お茶碗と箸置きに
九谷焼の「上絵付け」を行い、
好きなもようをつけます。

料金：一般360円、大学生2９0円、
　　  高校生以下無料

特別展示「文学と工芸」
10.21［日］～12.24［月・振］

※展示室観覧料が必要（高校生以下無料）

※展示室の観覧料が必要

展示室でスケッチGO!
10：00～11：30（受付）

（所要時間30～40分）10.27［土］

鯉瀧登り文様打掛
梅若演劇衣裳店蔵

茶道の初歩的なマナーや

所作を学び、茶室での

お茶席を体験します。

茶道の初歩的なマナーや

所作を学び、茶室での

お茶席を体験します。

茶道の初歩的なマナーや

所作を学び、茶室での

お茶席を体験します。

茶道の初歩的なマナーや

所作を学び、茶室での

お茶席を体験します。

料金：一般800円、
　　  大学生640円、
　　  高校生以下無料

秋季特別展

「歌舞伎衣裳 綺羅をまとう」
き ら

展示展示

9.22［土］～11.11［日］

TEL 076-262-3236石川県立歴史博物館

講師：山崎 達文氏
　　 （金沢学院大学副学長）

講師：平木 靖成氏
　　 （岩波書店辞典編集部副部長）

要申込・無料

金沢歌舞伎の隆盛を伝える香林坊・福助座ゆかりの衣裳とともに、
名優の衣裳や各地の地歌舞伎衣裳を一堂に公開します。
金沢歌舞伎の隆盛を伝える香林坊・福助座ゆかりの衣裳とともに、
名優の衣裳や各地の地歌舞伎衣裳を一堂に公開します。

対象：小学生～大人　料金：800円（茶・菓子代）
申込：ＦＡＸ（076-264-2598）もしくは
　　  メール（noh@pref.ishikawa.lg.jp）

①10：30～12：00　
②13：30～15：00
定員：各回10名（先着順）

茶道教室

10.21［日］

TEL 076-264-2598石川県立能楽堂

舞台見学の他、能楽師の
案内による能面や舞台体験、
狂言体験ができます。

舞台見学の他、能楽師の
案内による能面や舞台体験、
狂言体験ができます。

対象：小学生～大人
申込：電話もしくはメール
　　  （noh@pref.ishikawa.lg.jp）

14：00～15：00
定員：20名（先着順）

能楽堂
探検ツアー

10.28［日］

要申込・無料

要申込

要申込

子どもたちが練習してきた伝統芸能
（箏・三味線・日本舞踊・能楽）の発表を
行います。

子どもたちが練習してきた伝統芸能
（箏・三味線・日本舞踊・能楽）の発表を
行います。

お問い合わせ先：石川県文化振興課（ＴＥＬ：076-225-1371）

15：00～16：00

いしかわ伝統芸能
体験教室発表会

要申込

①11：00～ ②13：30～

申込不要・無料

申込不要・無料

申込不要・無料

9：00～16：30

あなたも衣裳デザイナー
会期中毎日

対象：小学生以上
　　  （保護者同伴可）

申込不要・無料 申込不要・無料

9：00～16：30

歌舞伎役者になってみよう
会期中毎日

対象：小学校
　　  高学年以上

10.27［土］～11.4［日］

展示展示

対象：石川県内在住の小学4年生～高校生
申込：メール（bunkazai@pref.ishikawa.lg.jp）、
　　  もしくはＦＡＸ（076-225-1843）
※郵便番号、住所、氏名（よみがな）、学校名、学年、保護者名、電話番号、メールアドレス、
　ＦＡＸ番号を記載（応募者多数の場合は抽選）

10.28［日］

「手描き加賀友禅のハンカチをつくろう」

料金：1,500円
申込：兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（県文化振興課内）に
　　  電話（076-225-1371）もしくは兼六園周辺文化の森HP
　　  (http://kenrokuen-bunkanomori.com/）イベント申込フォーム

スタンプ、切り紙などでオリジナルの
歌舞伎衣裳をデザインする体験が
できます。（約20分）

TEL 076-262-5464石川四高記念文化交流館（石川近代文学館）

締切：９/28[金]必着

講師：山下 義人氏（重要無形文化財「蒟醤（きんま）」保持者）

講師：日本工芸会会員ほか

「香川の漆芸」
13：30～15：00
定員：200名（先着順）

記念講演会

10.28［日］

申込不要・無料

「ステンシルでつくる
  トートバッグ」

14：00～16：00
定員：20名（先着順）

要申込・無料

朗読：神田 洋子氏（ストーリーテラー）
講師：北村 紗希氏（型染作家）

トーク：北村 紗希氏（型染作家）

「駒の話」（泉鏡花・作）と
トークイベント

14：00～15：00
定員：40名（先着順）

朗読会

10.27［土］

10.27［土］

10.21［日］

展示展示

象嵌細工　銀杯（泉 鏡花 父・作）

申込：電話（076-262-5464）・窓口

申込：兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（県文化振興課内）に
　　  電話（076-225-1371）もしくは兼六園周辺文化の森HP
　　  (http://kenrokuen-bunkanomori.com/）イベント申込フォーム

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

「金沢箔でオリジナル菓子皿を作ろう」
伝統工芸制作体験ワークショップ

①13：00～14：00 ②14：00～15：00
定員：各15名（先着順）　料金：1,500円

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

伝統工芸制作体験ワークショップ

ワークショップ

①13：00～14：30
②14：30～16：00
定員：各15名（先着順）

11.4［日］

11.4［日］

工芸文化の歴史講座

「加賀象嵌、金箔」
15：00～16：30
定員：80名（先着順）

秋季特別展
展示解説

13：30～14：30

秋季特別展の見どころについて、
当館学芸員がお話しします。

※要観覧料

申込不要

要申込

①衣裳体験

　歌舞伎の衣裳を着用することができます。（約10分）
②乗り込み体験

　金沢で役者の“乗り込み”に使われた造花付きの
　駕籠に乗ることができます。（約10分）

10：30～16：00
（昼食をご用意ください）

定員：20名

料金：500円

「加賀刺繍でマカロンストラップを作ろう」
し     しゅう

ぞう がん

対象：中学生以上
申込：県立歴史博物館ＨＰから申込、もしくは往復はがきに
　　  イベント名・住所・氏名・年齢・電話番号を記載して下記まで（はがき1通につき1名応募可）
　　  〒920-0963 金沢市出羽町3-1 
　　  石川県立歴史博物館「加賀刺繍でマカロンストラップを作ろう」係 締切：10/19[金]必着

歌舞伎衣裳を華やかに彩る伝統の日本刺繍の世界を体験。
10.27［土］

ワークショップ

※応募者多数の場合は抽選

※10.15［月］は展示替のため閉室

ミュージアムウィーク ミニコンサート

能楽体験
15：30～17：20（受付15：00～）
定員：50名程度（先着順）

能舞台での体験や
能装束着替え等の鑑賞が
できます。

対象：当日の鑑賞者
申込：電話（076-264-2598）

「ろうそく能」鑑賞会

18：00～20：00
（開場17：30～）
定員：400名　

要申込・無料

入場料：1,500円【全席自由】（高校生以下無料）
チケット取扱：
県立能楽堂、
県立音楽堂チケットボックス（076-232-8632）、
香林坊大和プレイガイド（076-220-1332）、
e＋（イープラス）http://eplus.jp

11.2［金］

11.2［金］
狂言｢腰祈｣、ろうそく能｢鉄輪」を鑑賞します。

こしいのり かな わ

※詳細は生涯学習センター HPでご確認ください。

世界理解講座 

14：00～15：30　定員：30名（先着順）

10.21［日］

TEL 076-223-9572石川県立生涯学習センター（石川県本多の森庁舎）

要申込・無料

※申込締切10/16[火]

～世界そのまんま～

申込：電話（076-223-9572）

ファミリー・カレッジin本多の森

13：15～15：00
定員：親子100組

11.3［土・祝］ 

講師：ラッキィ池田氏
　　 （振付師）

講師：松浦 直裕氏（元シドニー日本人学校教諭）

ラッキィ池田氏

平木 靖成氏

「親子で踊れば金メダル！
  金沢の「金」は金メダル！！」

「オーストラリアって、どんな国？」

対象：小学生とその保護者
申込：HP(http://pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c)の
　　  参加申込フォーム(外部リンク)に必要事項を入力
締切：10/12[金]

申込不要・無料

県民大学校実施機関
及び近隣関係機関等の
展示・実演など。

県民大学校実施機関
及び近隣関係機関等の
展示・実演など。

第3回

10.24［水］

※申込締切10/19[金]

※応募多数の場合は抽選

講師：澤田 岩男氏（元ニューデリー日本人学校長）

「私を助けてくれたインド」第4回

11.2［金］ 3［土・祝］

マナビィフェア 2018本多の森

10.26［金］ ～11.3［土・祝］

13：30～15：00　定員：130名（先着順）
要申込・無料

要申込・無料

ふるさとふれあい講座

申込：電話、FAX（076-223-9585）、メール（gajoho-6@pref.ishikawa.lg.jp）

11.2［金］

10.27［土］

講師：直江 潤一郎氏（直源醤油（株）代表取締役社長）

「醤油で伝えるふるさとの食文化」第8回

講師：東四柳 史明氏（金沢学院大学名誉教授）

「加賀守護富樫氏の成立と展開」第9回

第4回

第3回

第27回

本多の森シネマアーカイブ

「加賀百万石 
　　　　母と子の戦国サバイバル」
14：00～16：00　定員:60名（先着順）
11.2［金］ 

要申込・無料

申込：電話(076-223-9574)、FAX(076-223-9004)

申込：電話(076-223-9574)、 FAX(076-223-9004)

本多の森映画会「三度目の殺人」

定員:各60名（先着順）
①10：00～12：05 ②14：00～16：0511.3［土・祝］ 

要申込・無料

スマホ用

ギターの響き

14：00～
（県立美術館）
16：00～

（県立歴史博物館）

演奏：立見 一氏（ギター）

10.23［火］

ハープの響き

16：00～
（県立歴史博物館）
18：30～

（石川四高記念文化交流館）

演奏：稗島 律子氏（ハープ）

10.30［火］

弦楽の響き

14：00～（県立伝統産業工芸館）
16：00～（県立美術館広坂別館）

演奏：根来 かなう氏
　　 （ヴァイオリン）

　　 高田 愛子氏（ヴァイオリン・ヴィオラ）

11.1［木］

修復特別実演

修復技術者が作品の
解説や修復内容を紹介します。
修復作業を目と耳で体感できます。

①10：30～11：00 
②14：00～14：30

申込不要・無料

10.28［日］

対象：小学生以上

TEL 

076-221-8810

石川県文化財保存修復工房・
石川県立美術館広坂別館

無料

発表者がテーマに沿って順番に本を紹介し、
最後にたくさんの人に読みたいと思わせた

「チャンプ本」を投票で決める、
競技スタイルの書評発表会です。

ビブリオバトル テーマ「秋」

14：00～15：30
定員：発表者6名
　　  （先着順）

10.21［日］

辞典編集を題材とした三浦しをんの
小説「舟を編む」の取材協力を
された方による講演です。

平成30年度石川県図書館大会 記念講演

「今ドキの日本語 
  ～広辞苑改訂から見た日本語の今～」

14：00～15：30
定員：200名
　　  （先着順)

11.3［土･祝］

TEL 076-223-9581石川県立図書館

発表者：中学生以上（電話もしくはFAX(076-222-2531）、
　　　  メール（library@pref.ishikawa.lg.jp）にて申込）
観覧者：小学生以上（申込不要）

10：00～16：00

10：00～20：00 10：00～17：00

料金：円皿1,500円、角皿2,000円

石川県伝統産業青年会議・
若手工芸士による工芸ワークショップ　

小さな角皿や円皿に好きな図柄を選んで蒔絵体験をします。小さな角皿や円皿に好きな図柄を選んで蒔絵体験をします。

TEL 076-262-2020石川県立伝統産業工芸館

申込不要

10.21［日］

①10：00～12：00
②13：00～15：00

料金：500円

✚

伝統工芸士や職人さんの
実演✚体験「川北和紙・紙すき体験」

川北和紙でオリジナルはがきを作ります。川北和紙でオリジナルはがきを作ります。

申込不要

11.3［土・祝］  4［日］

申込不要・無料百万石まちなかめぐり もみじ

11.3［土・祝］ 4［日］

TEL 076-262-2611しいのき迎賓館

※詳しくは しいのき迎賓館 検索

11.3［土・祝］

磁気式ボードを使って、

お気に入り作品をスケッチしてみよう。

磁気式ボードを使って、

お気に入り作品をスケッチしてみよう。

加賀刺繍伝統工芸士のレクチャーで

ストラップを制作します。

加賀刺繍伝統工芸士のレクチャーで

ストラップを制作します。

加賀刺繍伝統工芸士のレクチャーで

ストラップを制作します。

加賀刺繍伝統工芸士のレクチャーで

ストラップを制作します。

加
賀
宝
生
の
魅
力

音楽の秋！

in

ステンシルで

オリジナル

トートバッグ

を作ります。

ステンシルで

オリジナル

トートバッグ

を作ります。

ステンシルで

オリジナル

トートバッグ

を作ります。

ステンシルで

オリジナル

トートバッグ

を作ります。

特別展示「文学と工芸」
開催にあわせた作品の朗読と
工芸作家による創作秘話をお話します。

申込不要・無料

親子で楽しく踊ります。

9：00～18：00パネルウィーク

オープンコース

「もみじ」をキーワードに、クラフトフェアや、ワークショップ、
ミニコンサートなどを行います。

石川ゆかりの作家が書いた工芸を題材とした
作品の紹介や、愛用していた
工芸品を展示します。

撮影：亀田邦平

（百万石まちなかめぐり 実行委員会事務局）

東京国立近代美術館工芸館移転連携事業

立見 一氏 稗島 律子氏 根来 かなう氏 高田 愛子氏
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