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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施設以上巡って
スタンプを集めると
オリジナル記念品などがもらえる
スタンプラリー実施！

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120の文化施設で
県民入場無料！

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」!!

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（125施設）

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、谷口吉郎・吉生記念金沢建築
館、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。

10.1（火）～11.4（月・振）

2019 10.20（日）

2019 10.20（日）～11.3（日・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

※記念品の交換は、11/30（土）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

「いしかわ文化イベント情報」内にあります。

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）

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

10.20（日） 11.4（月・振）2019

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）

10.26（土）

10.22（火・祝）

ミュージアム

ウィーク

秋の

2019 Autumn 
Museum Week

能楽堂
スペシャル朗読会Special

スペシャル

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

～ワクワク楽しむ文化の森～ミュージアムウィーク 2019 Autumn 
Museum Week秋の

金沢城・兼六園
ライトアップ 秋の段

入園無料

17：30～20：45（閉園21：00）

①18：00～18：15
②19：00～19：15
③20：00～20：15

金沢城公園・兼六園
TEL 076-225-1542
（石川県観光企画課）

KANAZAWA ART SHOW 
　　　　　　～MYSTIC GARDEN～

場所：玉泉院丸庭園

入園無料

11/3（日・祝）は兼六園無料開園（8：00～17：00）

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 2019～

2019 4.1（月）～2020 3.31（火）

このマークが
 対象事業です

11.2（土）～24（日）

映像・音楽・

パフォーマンス・

光がシンクロする

アートショーを

開催します。 いしかわの工芸の
巨匠に聞く

文化講演会

18：30～20：00頃（開場17：30）
定員：400名　※応募者多数の場合は抽選

13：30～15：00
定員：200名（先着順）

会場： 県立能楽堂

会場： 県立美術館 ホール

10.23（水）
14：00～15：30頃
定員：200名

会場： 県立美術館 ホール

出演：平野 啓子氏（かたりすと・元NHKキャスター）

作品：平家物語「仏御前」
　 　 平家物語「祇王」の章段より　
　 　　　　～地元の伝説を交えて～

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）
　 　 〒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

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）
　 　 〒９２０-８５８０（住所不要）
　 　 石川県文化振興課「ロバート キャンベル氏講演会」係

申込：前日までに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

重要無形文化財「釉裏金彩」

保持者（人間国宝）の𠮷田美統氏、

日本芸術院会員の武腰敏昭氏を

お招きし、石川県の伝統工芸品

「九谷焼」などについて

お話いただきます。

ロバート キャンベルさんをお招きし、

日本文学・文化についてお話いただきます。

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料Special
スペシャル

◆いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

※定員に空きがあれば当日参加可

𠮷田 美統氏 武腰 敏昭氏

Special
スペシャル

※締切：10/7（月）必着

※締切：10/3（木）必着

※応募者多数の場合は抽選

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

http://pref. ishikawa.lg.jp/muse/

イベントスケジュール

10.20（日）

いしかわ
文化の日

26（土）

22（火・祝）

4（月・振）

23（水）

24（木）

2（土）

28（月）

29（火）

30（水）

11.1（金）

3（日・祝）

27（日）

その他の主な展覧会・展示

県立美術館
10.12（土）～11.17（日）コレクション展

特別陳列「加賀藩の美術工芸Ⅰ」
特別陳列「鈴木治男共生の森」「石川の文化財」「秋の優品選」

10.16（水）～10.23（水）

10.30（水）～11.11（月）

しいのき迎賓館 「九谷焼技術研修所デザイン支援事業15周年記念展示」
「国際ガラス展・金沢2019」

石川四高記念文化交流館 10.10（木）～12.28（土）常設展示内特別展示「文学と工芸2019」

県立伝統産業工芸館
10.18（金）～12.9（月）

「ChikuChiku展」「国際漆展・石川コレクション展」

8.31（土）～10.20（日）

11.1（金）～12.15（日）

中村記念美術館

新館開館30周年記念特別展

「仙叟宗室・大樋焼・寒雉釜 金沢の茶の湯」
「京都の工芸 近代から現代まで」（仮称）

7.26（金）～11.24（日）企画展「谷口吉郎 文学碑散歩」金沢ふるさと偉人館

7.24（水）～11.10（日）

11.13（水）～1.19（日）

企画展 道法自然－「大谷大学と宗教研究」再現展－
企画展「大拙つれづれ草・三冬編」

鈴木大拙館

9.7（土）～11.17（日）特別展「昭和のこどもと遊び」金沢くらしの博物館
9.14（土）～12.19（木）

10.12（土）～4.12（日）

10.12（土）～3.22（日）

「開館15周年記念 現在地：未来の地図を描くために［1］」
「開館15周年記念 現在地：未来の地図を描くために［2］」
「lab.4 Space Syntax」

金沢21世紀美術館
10.1（火）～12.15（日）

前田土佐守家資料館
企画展「冷泉家と前田土佐守家－
　　  和歌からひろがるネットワーク」

9.6（金）～11.24（日）

11.2（土）～11.14（木）
金沢能楽美術館

企画展「能面と作り物－型を受け継ぐ－」
「第11回現代能面美術展」

※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。

※10/20～2/3改修
　工事のため全館休館

県内120の文化施設が
県民入場無料！

「終わりから始まる物語
　～日本文学から見つめる
　　　　　社会・文化のあり方～」

講師：ロバート キャンベル氏
　 　 （日本文学研究者・国文学研究資料館長）

講師：𠮷田 美統氏
　 　 （重要無形文化財
　　　「釉裏金彩」保持者）

　 　 武腰 敏昭氏
　 　 （日本芸術院会員）

～ワ クワ ク楽しむ 文 化 の 森 ～

（10.20～11.3  いしかわ文化推進期間）

かたりすとで元NHKキャスターの

平野啓子さんをお招きし、

平家物語「祇王」を題材に

平清盛の寵愛を受けた

加賀国出身の女性「仏御前」の

物語をオリジナル脚本で

朗読いただきます。

10.26（土）  

11.2（土） 3（日・祝） 9（土） 16（土） 23（土・祝）

お問い合わせ先：ケィ・シィ・エス（ＴＥＬ 076-262-2611）

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。



秋季特別展「本多政長－加賀本多家の礎－」

純銀板に模様をつけて、

茶道で使う菓子切りを

　作ります。

　茶道の初歩的なマナーと

茶室「対青軒」での茶席体験、

茶室「犀庵」の見学をします。

　「前田家と茶の湯」の

お話の後、

金沢の和菓子とお抹茶を

　　堪能できます。

　アイロンビーズで

刀の鍔のデザインをして、

オリジナルコースターを

　作ることができます。

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！

こども金工教室

展示室で
「スケッチGO!」

秋季特別展

「加賀前田家と北野天満宮」

「第６６回 日本伝統工芸展金沢展」

13：30～16：00 13：30～15：00

10.25（金）～11.4（月・振）

9.12（木）～12.10（火）

10.26（土）

石川県立美術館
TEL 076-231-7580

石川県立歴史博物館
TEL 076-262-3236

展示

申込不要・無料

申込不要・無料

申込不要・無料

申込不要・無料

申込不要・無料

申込不要・無料

申込不要・無料

9.14（土）～11.4（月・振）

要申込・無料

ギャラリートーク

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。

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。

加賀前田家による
京都北野社への太刀奉納の
歴史について
当館学芸員がお話します。

加賀本多博物館
TEL 076-261-0500

13：30～14：30

　天神堂を

組み立てることが

　できます。

定員：12名
対象：小学5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

10.27（日）
定員：200名（先着順）

10.22（火・祝）

10.20（日）  26（土）

11.2（土）  3（日・祝）  4（月・振）

10：00～12：00
（受付は当日10：00～11：30）

10.22（火・祝）

刀の鍔コースターをつくる！

秋季特別展展示解説

各日9：30～11：30、13：00～1６：15

対象：小学生以上　定員：1日100個限定

10.20（日）  26（土）

11.2（土）  3（日・祝）  4（月・振）

天神堂を組み立ててみよう

各日9：30～11：30、13：00～1６：15

対象：小学生以上

◆いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

（所要時間約30分）

11.3（日・祝）  

博物館でお抹茶体験

①10：30～12：00　
②13：00～14：30

申込：県立歴史博物館ＨＰイベント参加申込フォーム
　 　 もしくは往復はがきにイベント名・希望時間・住所・氏名・年齢・電話番号を記載して下記まで
　 　 〒920-09６3 金沢市出羽町3-1 石川県立歴史博物館「博物館でお抹茶体験」係

※応募者多数の場合は抽選　※締切：10/20（日）必着

（所要時間約30分）

第4回ファミリー・カレッジ in 本多の森

世界理解講座 ～世界そのまんま①～

13：30～15：00 定員：親子20組　
申込：石川県電子申請システムから

申込：電話またはメール（kendai@pref.ishikawa.lg.jp）

石川県立生涯学習センター
（石川県本多の森庁舎）

TEL 076-223-9572

10.20（日）

14：00～15：30
10.22（火・祝）

15：00～16：30
10.29（火）

14：00～15：30
定員：30名（先着順）

「私を助けてくれたインドPartⅡ」

10.23（水）

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料

要申込

要申込

要申込

「岩石からキラキラ光る
　キレイな結晶を取り出そう」

宮下奈都×陸秋槎「小説を書くこと」

石川県立図書館
TEL 076-223-9581

しいのき迎賓館
TEL 076-261-1111百万石まちなかめぐり　

もみじ2019
申込不要・無料

申込不要・無料

詳しくは しいのき迎賓館 検索

定員：50名程度（先着順）
対象：当日の「ろうそく能」鑑賞者
申込：石川県立能楽堂へ電話

15：30～17：20
（受付15：00～）

能楽体験事業

石川県立能楽堂
TEL 076-264-2598

要申込・無料

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

10：00～12：00
定員：20名（先着順）

能楽堂 探検ツアー

11.2（土）

要申込・無料

別館お茶室見学に始まり、本館能舞台見学、
能楽師の案内による能面や舞台体験ができます。

能舞台での体験や
能装束着替え等の鑑賞が
できます。　

11.1（金） 
18：00～20：00頃（開場17：30～）
定員：400名

11.1（金）  

※展示室観覧料が必要（高校生以下無料）

茶道教室

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

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）

10.26（土） 27（日）

※鑑賞のみ。体験の申込は締め切りました。

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。

申込不要・無料

いしかわ伝統芸能
体験教室発表会

11：30～12：30

お問い合わせ先：県文化振興課（ＴＥＬ 076-225-1371）

10.20（日）

※展示室の観覧料が必要

※27日（日）13：30～の
　実施はありません。

※展示室の観覧料が必要

※10月7日（月）は展示替えのため閉室

※展示室の観覧料が必要

陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の

7部門の展覧会入選作品の中から、

人間国宝や地元作家の作品を中心に展示します。

北野天満宮伝来の加賀前田家の奉納品や名品を一挙公開します。

料金：一般700円、65歳以上600円、大学生400円、高校生以下無料

料金：一般800円、大学生640円、高校生以下無料

「加賀八家」本多家の礎を築いた、加賀本多家2代・政長。

本多政長に関連する武具や書状、書画など、さらには正室・春姫の

お輿入れ品などを展示し、藩政確立期の加賀藩を紹介します。

料金：一般400円、大学生300円、高校生以下無料

記念講演会

トークショー

講師：今泉 今右衛門氏
　 　 （重要無形文化財「色絵磁器」保持者）

講師：北 春千代氏
　 　 （県立歴史博物館学芸主幹）

講師：澤田 岩男氏
　 　 （インド・元ニューデリー日本人学校・校長）

展示作品解説
①11：00～ 
②13：30～10.26（土）～11.4（月・振）

11.3（日・祝）

講師：日本工芸会会員ほか

申込不要

申込不要

10.27（日）

申込不要・無料
修復特別実演

修復技術者が修復作品の解説や修復内容を紹介します。

実演作業を目と耳で体感できます。

①10：30～11：00
②14：00～14：30

石川県文化財保存修復工房・
石川県立美術館広坂別館

TEL 076-221-8810

対象：小学生以上

石川四高記念文化交流館
（石川近代文学館）

TEL 076-262-5464

泉鏡花の三大戯曲の一つ「天守物語」を

抜粋朗読でお楽しみいただきます。

泉鏡花没後80年記念
東雅夫╱ひとりよみ

『天守物語』妖恋の景
7.20（土）～11.24（日）

14：00～15：30
定員：40名（先着順）

11.3（日・祝）

展示

申込不要・無料

石川県ゆかりの作家の恋のエピソードや、

恋を題材とする文学作品を紹介します。

料金：一般360円
　 　 （10/1より370円予定）、
　 　 大学生290円、高校生以下無料

朗読：東 雅夫氏
　 　 （文芸評論家・アンソロジスト） 演奏：根来 かなう氏

 　　（ヴァイオリン）

　　上田 智子氏（ハープ） 演奏：芝本 ゆみ子氏（アルパ）

「加賀前田家による
   京都北野社への太刀奉納」

れきはくゼミナール

13：30～15：00

対象：どなたでも　定員：80名（先着順）

工芸文化の歴史講座

11.2（土）

10.26（土）

「五代綱紀と加賀文化の成熟」
13：30～15：00
定員：80名（先着順）

伝統工芸制作体験ワークショップ

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

11.4（月・振）

「加賀友禅でトートバッグを作ろう」
①13：00～14：30 ②14：30～16：00
定員：各15名（先着順）　料金：1,500円

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

狂言｢長光」、ろうそく能｢清経｣を
鑑賞します。

きよ つねなが みつ

料金：1,500～3,000円
申込：電話で申込。当日受付可

手描き漆の
アクセサリー制作体験

漆を塗った土台に色漆で色絵付けをし、

金具をつけてヘアゴム、ブローチ、

帯留めなどに仕上げます。

（約一週間後に発送）

10：00～1６：00
（所要時間30分程度）

石川県立伝統産業工芸館
TEL 076-262-2020

※別途入館料が必要

対象：小学生以上
申込：電話（5名以上の場合は3日前までに要予約）
料金：水引ぽち袋・まゆ細工500円、組子のコースター 1,000円

水引ぽち袋・まゆ細工・
組子のコースター作り体験

石川の伝統工芸を気軽に体験できます。（所要時間20～30分）

9：00～11：00、13：30～16：00（最終受付16：00）期間中毎日
※期間外も毎日開催

要申込

10.26（土）

要申込

定員：各回60名（先着順）
申込：電話（076-223-9574）、もしくは
　 　 メール（manabi-r@pref.ishikawa.lg.jp）

親子を対象とした地学教室です。

※応募多数の場合は抽選

※申込期間：9/24（火）～10/18（金）

※申込締切：10/4（金）

世界理解講座 ～世界そのまんま②～

申込：電話またはメール（kendai@pref.ishikawa.lg.jp）
14：00～15：30
定員：30名（先着順）

「ヴェネズエラの人々の暮らし～ラテンの料理を中心に～」

あすなろ悠々塾

10.30（水）

要申込・無料

講師：宮永 久美子氏
　 　 （ヴェネズエラ・元カラカス日本人学校・教諭）

※申込期間：9/24（火）～10/25（金）

定員：各回50名
申込：前日までに電話で申し込み

ふるさとふれあい講座
13：30～15：00　
定員：130名（先着順）

10.26（土）
第7回「ホントは、加賀友禅が嫌いです。」

講師：鶴賀 雄子氏
　 　 （金沢市加賀友禅プロモーションマネージャー）

11.1（金）
第8回「本能寺の変と加賀・能登」

講師：瀬戸 薫氏（かほく市文化財保護審議会委員）

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

オリンピック・パラリンピック・カレッジ in 本多の森

「私のバレーボール人生」

11.2（土）
14：00～15：30
定員：200名（先着順）

申込：石川県電子申請システムもしくは電話で、イベント名・氏名・
　 　 住所・電話番号を連絡 ※申込締切：10/18（金）必着

本多の森映画会

「えちてつ物語～わたし、故郷に帰ってきました。～」

11.2（土）

①10：00～12：00
②14：00～16：00 ※2回上映

10.27（日）

14：00～15：30 10：00～20：00

対象：中学生以上（中学生未満は保護者同伴のみ）
定員：200名（先着順）
申込：電話、FAX、メール、または県立図書館の窓口にて申込

「小説を書くこと」をテーマに、

宮下奈都さんと陸秋槎さん、二人の作家による

対談形式のトークショーを開催します。

11.2（土）

10：00～17：00
11.3（日・祝）

「もみじ」をキーワードに、

味わう・聴く・買う・巡る・体験するの

5つのカテゴリーで

様々なイベントを展開します。

ミュージアム

ウィーク　

ミニコンサート

ヴァイオリンとハープのデュオ

10.24（木）

アルパの響き

10.28（月）

14：00～14：30 
鶴の丸休憩館

（金沢城公園内）

14：00～14：30 
石川四高記念文化交流館

16：00～16：30　
しいのき迎賓館 16：00～16：30 

石川四高記念
文化交流館

加賀宝生の魅力

※応募者多数の場合は抽選　※締切：9/27（金）必着

定員：事前応募 20名 当日受付 10名
料金：500円　対象：どなたでも

「ろうそく能」
 鑑賞会

音楽の

秋!

ミュージアムウィーク 2019 Autumn 

Museum Week秋の

「の」の字文象嵌鐙

初代大樋長左衛門 
飴釉海老摘手付水指（県文）

大樋美術館所蔵

展示

展示

「色鍋島・今右衛門の伝統」

企画展「恋するいしかわ－恋の詩歌と物語－」

泉鏡花「義血俠血」決定稿

講師：狩野 舞子氏（元女子バレーボール日本代表・
 ロンドン五輪女子バレーボール銅メダリスト）

根来 かなう氏 上田 智子氏

芝本 ゆみ子氏

太刀 助守 北野天満宮所蔵


