
金沢城公園・兼六園金沢城公園・兼六園 TEL：076-225-1542TEL：076-225-1542（石川県観光企画課）

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活性化推進実行委員会

イベントスケジュール

金・祝

金8.4

土5

日6

水9

火8

月7

金・祝11

木17

金18

土12

土12

※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。

土19

日13

日20

■ みんなでつくるピアノワールド 14：00～15：00 しいのき迎賓館

■ いしかわの工芸の巨匠に聞く 15：00～ 県立美術館

■観能の夕べ 能楽体験 16：30～17：10頃 県立能楽堂

■ 観能の夕べ 18：30～20：30頃 県立能楽堂

■ ライトアップコンサート ①19：00～②20：00～ 兼六園

■ しいのき星空シネマ 19：30～21：30 しいのき迎賓館

■ ワークショップ
　「世界にひとつだけの仮面作り」

①9：00～12：00
②13：00～16：30

県立歴史博物館

■ みんなでつくるピアノワールド 13：00～14：00 しいのき迎賓館

■ ひかりの実＆ひかりのお絵かき 15：00～ 本多の森公園

■ ひかりの夜コンサート 19：00～19：30 本多の森公園

■ きらりん☆ワークショップ「光の箱」
①10：00～12：00
②13：30～15：30

県立歴史博物館

■ 本多の森キッズシアター
①10：00～11：30
②14：00～15：30

県立生涯学習センター

■ きらりん☆ワークショップ「光のツリー」
①10：00～12：00
②13：30～15：30

県立歴史博物館

■ 雉香炉の掛軸をつくってみよう
①10：00～12：00
②14：00～16：00

県文化財保存修復工房・
県立美術館広坂別館

■ 本多の森キッズシアター
①10：00～11：30
②14：00～15：30

県立生涯学習センター

■ IMAミニコンサート 13：30～14：00 金沢城公園
（鶴の丸休憩館）

■ 第22回ビブリオバトル
　「真夏の夜のビブリオバトル－こわい話－」

18：00～19：30 県立図書館

■ スペシャル公演 「能と尺八の夕べ」 18：30～20：30頃 県立能楽堂

■ 第2回図書館を楽しもう
　「図書館探検と図書館をたのしむおはなし会」

①10：30～12：00
②14：00～15：30

県立図書館

■ IMAミニコンサート（しいのきコンサート） 11：00～11：30 しいのき迎賓館

■ ふるさとふれあい講座（第3回） 13：30～15：00 県立生涯学習センター

■ 観能の夕べ（特別公演） 18：30～20：30頃 県立能楽堂

■ ワークショップ
　「世界にひとつだけの仮面作り」

①9：00～12：00
②13：00～16：30

県立歴史博物館

■ 本多の森シネマアーカイブ 14：00～16：00 県立生涯学習センター

■ 子ども1日学芸員 9：30～15：30 県立美術館

■ D-K デジタル掛け軸 日没～21：30 本多の森公園

■ D-Kコンサート 二胡の調べ
①18：00～18：30
②20：00～20：30

本多の森公園

■ D-Kダンスパフォーマンス 19：00～19：30 本多の森公園

■ ワークショップ
　「インド伝統のミラー刺繍を体験！」

10：00～15：30 県立歴史博物館

■ ふるさとふれあい講座（第2回） 13：30～15：00 県立生涯学習センター

■ 親子で学ぶやさしい加賀藩講座 13：30～15：00 県立図書館

■ D-K デジタル掛け軸 日没～21：30 本多の森公園

■ D-Kコンサート ハープの調べ
①18：00～18：30
②20：00～20：30

本多の森公園

■ 百万石怪談朗読会
　 　　　　―「三州奇談」の世界―

18：30～20：00 石川四高記念
文化交流館

■観能の夕べ  能楽体験 16：30～17：10頃 県立能楽堂

■ 観能の夕べ 18：30～20：30頃 県立能楽堂

■ ワークショップ
　「世界にひとつだけの仮面作り」

①9：00～12：00
②13：00～16：30

県立歴史博物館

■ 伝統工芸制作体験ワークショップ
　「輪島塗の沈金パネルを作ろう」 

①13：30～15：00
②15：00～16：30

石川四高記念
文化交流館

■ ギャラリートーク 14：00～14：30 加賀本多博物館

■ 九谷焼の絵付にチャレンジ
①10：00～12：00
②14：00～16：00

県立美術館

■ 能楽堂探検ツアー 13：30～14：30 県立能楽堂

■ ワークショップ
　「豆本でつくる乙女の詩集」

14：00～16：00 石川四高記念
文化交流館

■ 型染めでおしゃれエプロン 13：30～16：00 県立美術館

■ 日本舞踊・箏・尺八を体験しよう！ 13：00～15：00 県立美術館

■ 第2回ファミリー・カレッジin本多の森 13：30～15：00 県立生涯学習センター

■ ライトアップコンサート ①19：00～②20：00～ 兼六園

■ しいのき星空シネマ 19：30～21：30 しいのき迎賓館

■ 伝統工芸制作体験ワークショップ
　「加賀水引であわじ玉のネックレスを作ろう」

①13：00～14：00
②14：00～15：00

県立美術館

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活性化推進実行委員会

後援： （公社）石川県観光連盟

金沢城・兼六園四季物語 
夏の段
金沢城・兼六園四季物語 
夏の段
8.10木 ～ 12土
18：3０～21：0０（入園は20：45まで）

①19：00～、②20：00～

玉泉院丸庭園ライトアップコンサート玉泉院丸庭園ライトアップコンサート玉泉院丸庭園ライトアップコンサート玉泉院丸庭園ライトアップコンサート

金沢城公園・玉泉院丸庭園・
兼六園をライトアップします。

写真提供：金沢市

入園無料

兼六園ライトアップコンサート兼六園ライトアップコンサート兼六園ライトアップコンサート兼六園ライトアップコンサート
（霞が池周辺）

※時間等詳細はホームページをご覧下さい。

金・祝

金沢ナイトミュージアム2017
7.21金～10.29日 主催：（公財）金沢芸術創造財団、（公財）金沢文化振興財団

詳しくはこちら http://www.nightkanazawa.com

8.11　 12土

in

演奏：立見 一氏（ギター）

公共交通機関をご利用ください。会場は混雑が予想されます。北陸鉄道バス「県立美術館・成巽閣」下車徒歩約2分、「出羽町」下車徒歩約5分。5日は「金沢ライトアップバス」が便利です。

入場無料日没～ 21：30（小雨決行）

8.4金 5土

長谷川 章氏

本多の森公園＆
いしかわ赤レンガミュージアムほか

世界的に活躍するデジタル
アーティストの長谷川章氏

（小松市）が創作した、「一期
一会」の光のアート

申込不要・無料

申込不要・無料

要申込

15：00～8.13日

19：00～19：308.13日

会場： 本多の森公園
（県立美術館・県立歴史博物館間）

①10：00～12：00 ②13：30～15：30
8.17木

①10：00～12：00 ②13：30～15：30
8.18金

会場：

松村泰三氏考案の「光の箱」、「光のツリー」を作るワークショップです。

定員： 各30名   参加費：500円  対象：小中学生（小学生は要保護者同伴）

申込： 往復はがきに住所・氏名・電話番号・希望体験名・希望時間・

 体験人数（小中学生人数）を記載して下記まで

 （はがき1通につき1体験､3名まで応募可）

 〒920-8580 （住所不要）県文化振興課

 「きらりん☆ワークショップ」係　　　　　　締切：7/24月必着

県立歴史博物館 ワークショップルーム

8.4金

①18：00～18：30
②20：00～20：30

19：00～19：30

演奏：李 彩霞氏 出演：FUNK hiphop,Funky-NANA

8.5土

①18：00～18：30
②20：00～20：30

演奏：上田 智子氏

※応募者多数の
　場合は抽選

日中、そして夜に繰り広げられる芸術・文化の祭典。夏休みの子どもたちをはじめ、

家族みんなで楽しめる企画が満載。兼六園周辺文化の森で爽やかな夏を楽しもう。

日中、そして夜に繰り広げられる芸術・文化の祭典。夏休みの子どもたちをはじめ、

家族みんなで楽しめる企画が満載。兼六園周辺文化の森で爽やかな夏を楽しもう。

夏のミュージアムウィーク
～夏の夜の文化の森に集う～　～夏の夜の文化の森に集う～　

2017  8.4金 8.20日

兼六園周辺文化の森

アーティスト・髙橋匡太氏考案の
「ひかりの実」を作って木に飾りま
す。（制作は限定300個、先着順）
会場には光るペンを使う「ひかりの
お絵かき」コーナーもあります。

■ イベント■ 特別企画

詳しくは 金沢城公園 検索

8/14月～16水は兼六園無料開園（7：00～18：00）

その他の主な展覧会・展示

県立美術館

石川四高記念文化交流館

企画展

「乙女の文学展～石川ゆかりの作家の少女向け読み物～」
特別展示「北村紗希 妖怪原画展」

4.22㊏～8.20㊐

8.4㊎～9.24㊐

企画展

「これぞ暁斎！世界が認めたその画力 ゴールドマン コレクション」
コレクション展

特陳 北陸ゆかりの画聖Ⅰ（古美術）
特集 親子で楽しむ美術館 アート de まんぷく
特集 脇田和―かくれんぼ―（洋画）
優品選（絵画・彫刻）
特集 石川のやきもの 青と赤（工芸）

7.13㊍～8.27㊐

7.29㊏～8.27㊐

7.15㊏～9.19㊋加賀本多博物館 企画展「北斎漫画」

4.22㊏～8.27㊐

7.1㊏～9.24㊐

7.20㊍～10.1㊐

7.29㊏～10.22㊐

8.5㊏～11.5㊐

7.22㊏～2018.1.8㊊

7.27㊍～8.22㊋

7.10㊊～11.12㊐

※9/11㊊～15㊎は展示替え期間

金沢ふるさと偉人館 企画展「中西悟堂とその仲間たち」

金沢能楽美術館 企画展「水辺の能楽 ―水紋の美―」

鈴木大拙館 企画展「世界人　D. T. Suzuki」

8.5㊏～11.26㊐金沢くらしの博物館 特別展「写真で見る戦後の金沢」

中村記念美術館 企画展「工芸セレクションⅠ お茶碗と棗」

金沢21世紀美術館
「日々の生活―気づきのしるし／ヨーガンレール」
「コレクション展2　死なない命」

しいのき迎賓館 コップのフチ子展 in 金沢

前田土佐守家資料館
芳春院没後400年記念特別展

「芳春院まつの書状」

～ 一期一会 

　 赤レンガを包む光の曼荼羅 ～

ｏｎ

（ ）
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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。

金沢市役所

金沢城公園
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香林坊



宝生流第二十世宗家 都山流尺八楽会大師範　

宝生和英 藤原道山

～「能」と「尺八」の若き担い手による語らいと共演～

能と尺八の夕べ

百万石怪談朗読会

「三州奇談」の世界

要申込・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

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料

「いしかわの工芸の巨匠に聞く」

伝統工芸制作体験ワークショップ

「輪島塗の沈金パネルを作ろう」

「加賀水引であわじ玉のネックレスを作ろう」

雉香炉の掛軸をつくってみよう雉香炉の掛軸をつくってみよう

8.18金 

①10：00～12：00
②14：00～16：00
定員：各5組

講師： 大樋 陶冶斎氏
 （文化勲章受章者「陶芸」）

進行： 秋本 和美氏
 （フリーアナウンサー）

チケット取扱い： 県立能楽堂（2076-264-2598）
  県立音楽堂チケットボックス（2076-232-8632）
  香林坊大和プレイガイド（2076-220-1332）、e+（イープラス）

8.18金 13：30～14：00　会場：金沢城公園鶴の丸休憩館

8.19土 11：00～11：30（しいのきコンサート）　会場：しいのき迎賓館

18：30～

20：30頃

（全席自由、
  高校生以下無料）

13：00～15：00

要申込

要申込

要申込

美術館所蔵品の国宝「雉香炉」の画像を使って掛軸を作ります。
対象： 小学校4～6年生とその保護者 参加費：500円
申込： 往復はがきに体験名・希望時間・参加者全員の
 氏名・学年・住所・電話番号を記載
〒920-0963 金沢市出羽町1-1
石川県立美術館広坂別館まで 締切：7/31月必着

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

申込不要

申込不要

加賀本多博物館 TEL：076-261-0500

8.6日 14：00～14：30

7.21金 ～ 8.27日  

9：00～17：00（※1､2階ともに最終日は9：00～15：00）

ギャラリートーク

料金（展示室観覧料）：一般400円、大学生300円、高校生以下無料

本多家15代当主でもある
館長による展示品解説です。

藩政時代に金沢在住の文人・堀麦水が書いた「三州奇談」から、
金沢城下で起こった怪異を原文と現代語訳で紹介します。

朗読：茶谷 幸也氏（演劇アンサンブルかなざわ）

　　所村 佳子氏（K-CAT）

解説：東 雅夫氏（文芸評論家・アンソロジスト）

8.6日 

能楽堂探検ツアー能楽堂探検ツアー
8.8火

13：30～14：30
定員：20名（先着順）

舞台見学や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）

能楽体験
観能の夕べをより楽しむため、
開演前に演目に関する体験ができます。
対象：当日の鑑賞者

申込：電話もしくはメール
       （noh@pref.ishikawa.lg.jp）

石川県立能楽堂 TEL：076-264-2598石川四高記念文化交流館 TEL：076-262-5464

ふるさとふれあい講座ふるさとふれあい講座

第2回 世界の名物 日本料理第2回 世界の名物 日本料理 講師：髙木 慎一朗氏
　　　（日本料理銭屋主人）

申込：電話（2076-223-9572）
13：30～15：00
定員：130名（先着順）

講師：天池 源受氏
（天池合繊株式会社代表取締役社長）

8.12土

15：00～
定員：200名（先着順）

講演

ＩＭＡミニコンサート いしかわミュージックアカデミー（IMA）で研鑽を
積む若き俊英による弦楽四重奏

秋本 和美氏

「豆本でつくる乙女の詩集」

8.8火  

14：00～16：00
定員：20名（先着順）

ワークショップ

講師：若井 将代氏（豆本工房わかい）
対象：小学生以上（小学生は保護者要同伴）
費用：500円
申込：7/1土9：00～電話受付開始

※応募者多数の場合は抽選

※要事前申込

※上映作品は7月上旬までに
　当センターのホームページ
　上でお知らせします。

こども工芸修行－弟子求む！－　　　こども工芸修行－弟子求む！－　　　

期間中、約70人の師匠のもとで、土・革・金工・ガラス・布・紙・木・漆・音・食をテーマ
にした約80種類の工芸体験ができます。

定員：各15名（先着順）　　参加費：1,500円

石川県立伝統産業工芸館 TEL：076-262-2020

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

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

Special

料金：2,000円

8.18金
会場：県立能楽堂

宝生 和英氏（宝生流第二十世宗家）

藤原 道山氏（都山流尺八楽会大師範）

出演：

司会：葛西 聖司氏（アナウンサー、古典芸能解説者）

定員：400名

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2017 ～
小中学生対象。兼六園周辺文化の森を中心に開催される、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、
ポイントをためるスタンプラリーです。スタンプ台紙は各文化施設にあります。目指せ「いしかわ文化将軍」! !

このマークが
 対象事業です

要申込・無料

①13：30～15：00、②15：00～16：30
（会場：石川四高記念文化交流館）

8.12土 ①13：00～14：00、②14：00～15：00
（会場：県立美術館）

観能の夕べ

時間はいずれも18：30～20：30頃

狂言「狐塚」、能「巻絹」

狂言「墨塗」、能「葵上」

仕舞「松風」、
狂言「咲華」、能「橋弁慶」

チケットは県立能楽堂、県立音楽堂チケットボックス（2076-232-8632）、
金沢能楽美術館（2076-220-2790）、香林坊大和プレイガイド

（2076-220-1332）、ｅ+（イープラス）まで。
入場料：1,000円（19日の特別公演は3,000円）高校生以下無料

本多の森シネマアーカイブ～秘蔵16ミリ上映講座～本多の森シネマアーカイブ～秘蔵16ミリ上映講座～

本多の森キッズシアター本多の森キッズシアター

8.20日

14：00～16：00
定員：60名（先着順）

文芸作品の劇映画を上映します。

申込： 電話（2076-223-9574）、 
 FAX（076-223-9004）

要申込・無料

無料

要申込・無料

要申込・無料

第22回ビブリオバトル

「真夏の夜のビブリオバトル－こわい話－」
発表者がテーマに沿って本を紹介し、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。

8.18金  

18：00～19：30
定員：発表者6名

8.5土

13：30～15：00
定員：50名（先着順）

親子で学ぶやさしい加賀藩講座親子で学ぶやさしい加賀藩講座
加賀藩の歴史を簡単に解説します。

講師：宮下 和幸氏（金沢市立玉川図書館近世史料館学芸員）
対象：小学校高学年～中学生とその保護者
申込：電話もしくはFAX（076-222-2531）、
メール（chosa@pref.ishikawa.lg.jp）

石川県立図書館 TEL：076-223-9565

8.19土

①10：30～12：00
②14：00～15：30
定員：各回20名（先着順）

第2回図書館をたのしもう

「図書館探検と図書館をたのしむおはなし会」
第2回図書館をたのしもう

「図書館探検と図書館をたのしむおはなし会」
対象：小中学生(小学校3年生以下は保護者同伴）
申込：電話もしくはFAX（076-222-2531）、
メール（child@pref.ishikawa.lg.jp）

いしかわミュージックアカデミー実行委員会事務局（県文化振興課内）2（076-225-1372）

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　締切：8/10木）

観覧者：小学生以上（申込不要、小学生は保護者同伴）

　締切：8/15火

しいのき星空シネマしいのき星空シネマ
石の広場に設置した
大型スクリーンで映画鑑賞ができます。

8.17木  18金

①10：00～11：30、②14：00～15：30
定員：各回40名（先着順）

第2回 ファミリー・カレッジ in 本多の森第2回 ファミリー・カレッジ in 本多の森

「親子で楽しく歌おう!」「親子で楽しく歌おう!」

13：30～15：00
定員：100組200名程度（先着順）
申込：電話（2076-223-9572）

子ども向けアニメーション映画を上映します。

申込：電話（2076-223-9574）、
　　   FAX（076-223-9004）

しいのき迎賓館 TEL：076-261-1111

金・祝

みんなでつくるピアノワールドみんなでつくるピアノワールド

8.12土14：00～15：00

ピアノの歴史や
仕組みを楽しく学びます。

8.4金

要申込・無料

9：30～15：30
定員：5組

子ども1日学芸員

美術館やそこで働く学芸員の仕事内容や作品に
ついて、また、作品の楽しみ方を学びます。

対象：小学校4～6年生とその保護者

無料
「日本舞踊・箏・尺八を体験しよう！」

日本舞踊・箏・尺八の演奏鑑賞後、
参加者による体験・発表会を行います。
対象：子どもまたは親子（尺八は小学校3年生以上）

要申込要申込
夏休み親子体験講座夏休み親子体験講座

夏休み親子舞踊・邦楽体験イベント夏休み親子舞踊・邦楽体験イベント

九谷焼の絵付にチャレンジ

8.7月
①10：00～12：00、②14：00～16：00　
定員：各15組（1組3名まで）

対象：小学生とその保護者
参加費：2名で1,500円程度

型染めでおしゃれエプロン

8.9水
13：30～16：00
定員：15組（1組3名まで）

対象：小学生とその保護者
参加費：2名で1,500円程度

石川県立美術館 TEL：076-231-7580

8.11 金・祝

※応募者多数の場合は抽選

※体験希望の方は要申込
　（鑑賞のみは申込不要）

申込：往復はがきに講座名・希望時間・参加者全員（親子のみ）の氏名・学年・住所・電話番号を記載
　　  〒920-0963 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館普及課まで                                      締切：7/24月必着

申込：兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会
　　  （県文化振興課内）まで電話（2076-225-1372）
　　  もしくはFAX（076-225-1496） 　締切：7/20木

※作品は焼成後、
　後日お渡しに
　なります。

申込：県文化振興課に電話（2076-225-1371）、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

申込不要・無料

申込不要・無料

「光放つ布 インド伝統のミラー刺繍を体験！」

9：00～12：00、13：00～16：30

石川県立歴史博物館 TEL：076-262-3236

アマメハギの仮面に
ハンズオン！ 8.5土  

10：00～15：30
定員：25名
※昼食をご用意下さい。

ワークショップ

鏡片を布に縫いつけるインドの伝統的な刺繍を行います。
参加費：500円　対象：一般　
申込：往復はがきにイベント名・住所・氏名・年齢・電話番号を記載
〒920-0963 金沢市出羽町3-1 石川県立歴史博物館

「インド伝統のミラー刺繍を体験！」係　締切：7/24月必着
※応募者多数の
　場合は抽選

「神様、妖怪はどんな顔？世界にひとつだけの仮面作り」

8.6日 13日  20日  

①9：00～12：00、②13：00～16：30

神様、妖怪などの仮面を作り、持ち帰ることができます。
（所要時間30分）対象：小学生以上（保護者同伴可）

特別展期間中毎日

「イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる―」「イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる―」 7.22土 ～ 9.3日 

アマメハギで実際に使われた仮面や
衣装・道具を触ったり身に付けたり
することができます。

（所要時間15分） 
対象：小学生以上

※8月中 毎日曜日開催

夏季特別展夏季特別展

8.5土

第3回 現代の「天女の羽衣」
　　  ～世界のトップ技術～
第3回 現代の「天女の羽衣」
　　  ～世界のトップ技術～

8.19土

8.19土  

8.12土  

8.5土  

8.5土  12土

16：30～17：10頃
（受付16：00～）
定員：各20名（先着順）

8.11        12土

19：30～21：30

8.5土  

18：30～20：00
定員：40名

（当日先着順）

葛西 聖司氏

藤原 道山氏

撮影：亀田邦平

宝生 和英氏

大樋 陶冶斎氏

7～10月の金・土は開館延長（17：00～21：00）、全館無料

※詳しくは しいのき迎賓館 検索

※詳しくは 石川県立伝統産業工芸館 検索

  13日13：00～14：00

お問い合わせ

てのひらサイズの
詩集を作ります。

（2階のみ8/28月まで）

費用：300円より

要申込

金・祝8.11     
対象：小学生とその保護者
講師：井上 あずみ氏（歌手）

8/4金、5土、13日開館延長（18：00～21：00）、常設展無料

8/4金、5土、13日開館延長（17：00～21：00）、常設展無料


