
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。

新緑に包まれた文化の森では、

各文化施設ならではの多彩なイベントが満載。

GWはぜひ兼六園周辺文化の森へお出かけください。

新緑に包まれた文化の森では、

各文化施設ならではの多彩なイベントが満載。

GWはぜひ兼六園周辺文化の森へお出かけください。

兼六園周辺文化の森

3.30［金］～5.16［水］

3.30［金］～5.21［月］

4.21［土］～8.26［日］

4.27［金］～5.6［日］

その他の主な展覧会・展示

金沢能楽美術館 企画展「花の風姿 －能を彩る植物Ⅲ－」4.14［土］～9.24［月・振］

※7.10～13は展示替期間

※５.７［月］のみ展示替えのため休館

※第4展示室のみ3.31［土］から

※ルナ・イスラムは4.28［土］から

県立美術館

4.20［金］～5.20［日］〈前田育徳会尊經閣文庫分館〉

「名物裂と茶道美術 －藩主の茶の湯問答－」

4.20［金］～5.20［日］〈コレクション展〉

茶道美術名品選Ⅱ（古美術）
特別陳列「静謐なる世界 －日本画家 仁志出龍司－」

草花を詠う －友禅 水野博－

4.21［土］～5.20［日］中村記念美術館 特別展「美のチカラ～茶事の妙～」

企画展「はるいろ」
企画展「ボタニカル展」県立伝統産業工芸館

企画展「化学遺産 認定記念
        ベンチャー企業の先駆け 高峰譲吉」

金沢ふるさと偉人館

4.25［水］～7.8［日］企画展「2018春・大拙と語る」鈴木大拙館

4.14［土］～5.27［日］企画展「端午の節句展」金沢くらしの博物館

4.21［土］～7.1［日］前田土佐守家資料館 「城下町金沢のなかの前田土佐守家」しいのき迎賓館 「武士の真髄展」

金沢21世紀美術館

2017.11.18［土］～6.24［日］

1.27［土］～6.24［日］

4.7［土］～9.24［月・振］

4.28［土］～8.19［日］

「TO&FRO うすく、かるく」

「コレクション展3 見ることの冒険／
  ルナ・イスラム」

「アペルト08 七搦綾乃」

「アイ・チョー・クリスティン 霊性と寓意」

～風薫る文化の森を感じよう～

春のの

2018 Spring Museum Week
～風薫る文化の森を感じよう～

兼六園周辺文化の森

春のの

2018 Spring Museum Week

※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。

4.28［土］ 5.6［日］

2018

金沢城・兼六園四季物語 春の段

18：3０～21：0０
（入園は20：45まで）

5.2［水］～5.6［日］

入園無料

兼六園・金沢城公園・玉泉院
丸庭園をライトアップします。
兼六園・金沢城公園・玉泉院
丸庭園をライトアップします。

お問合せ：石川県観光企画課（076-225-1542）

玉泉院丸庭園ライトアップコンサート
19：3０～20：2０5.3［木・祝］ 4［金・祝］ 5［土・祝］

「和楽器オーケストラあいおい」
による邦楽ミニコンサートです。

「和楽器オーケストラあいおい」
による邦楽ミニコンサートです。
お問合せ：金沢城・兼六園管理事務所（076-234-3800）

申込不要・無料

イベントスケジュール

5. 3［木・祝］

4.28［土］

29［日・祝］

30［月・振］

4［金・祝］

5［土・祝］

6［日］

金沢城公園・兼六園

※時間内に2ステージ演奏予定
　（1ステージ20分程度）

※予定

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 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活性化推進実行委員会

（平日9：00～17：00）

5.3［木・祝］

4.30［月・振］

林真理子氏 講演会
～西郷どんを書き終えて～

石川県立歴史博物館 春季特別展「明治維新と石川県誕生」記念講演

アートめぐり

ウオーク

コース：県立美術館→犀川沿い→県立音楽堂→ひがし茶屋街→
　　　 白鳥路→県立美術館
申　込：兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会に電話、
　　  　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：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人まで応募可）※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「林真理子氏講演会」係まで（締切：４/１3［金］必着）

講師：林 真理子氏（作家）

9：15～13：00頃
（8：45受付開始）
定員：100名（先着順）

集合場所： 石川県立美術館

13：30～15：00
定員：400名

会場：石川県立能楽堂

金沢市内のパブリックアートを

専門家の解説付きで巡る、

約9kmのウオーキング

（団体歩行）です。

金沢市内のパブリックアートを

専門家の解説付きで巡る、

約9kmのウオーキング

（団体歩行）です。
Special
スペシャル

Special
スペシャル

要申込・無料

要申込・無料

パブリックアート

現在放送中のNHK大河ドラマの原作

小説『西郷どん！』執筆を通して見えた

幕末、明治という時代について

ご講演いただきます。

現在放送中のNHK大河ドラマの原作

小説『西郷どん！』執筆を通して見えた

幕末、明治という時代について

ご講演いただきます。

※小雨決行

※コースは変更となる場合があります。

※県立能楽堂の駐車場は利用できませんので、公共交通機関又は石引駐車場をご利用ください。（ ）

金沢城公園

兼六園

玉泉院丸庭園

鈴木大拙館

中
村
記
念

美
術
館

県立歴史博物館
加賀本多博物館
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偉人館

本
多
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森
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園
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り
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ア
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美術館

県
立

図
書
館 本多の森ホール

（本多の森庁舎）
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県立美術館・
成巽閣
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美術館
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県立能楽堂

県立美術館

広坂別館・
文化財保存
修復工房

（ ）

金沢市役所

金沢城公園

武蔵ヶ辻

犀川

浅野川

橋場町

兼六園香林坊
大和

めいてつ・
エムザ

金沢駅
兼六園口
（東口）

157

香林坊



県文《黒楽茶碗 銘北野》長次郎作

メール（kendai@pref.ishikawa.lg.jp）で「第1回ファミリー・カレッジ 
in 本多の森」参加希望、①郵便番号、②住所、③電話番号、④参加者のお
名前・ふりがな・性別・年齢（年代）、親子で参加の場合⑤お子様のお名
前・ふりがな・性別・学校名・学年をお知らせください。

※参加者は団体料金で展示室に入室できます。
　（高校生以下無料）

展示室でスケッチGO!
13：00～15：00

（所要時間30～40分）

第1回ファミリー・カレッジ in 本多の森

13：3０～15：0０
定員：100名（先着順）

いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭2018

「吹奏楽の祭典」

9：30～16：00

会場：石の広場
（雨天時10時開演 金沢歌劇座）

ゲスト：台湾中学校選抜吹奏楽団
　　　 浜松市中学校選抜吹奏楽団
　　　 陸上自衛隊中部方面音楽隊
出演団体：小松明峰高校、小松高校、小松市立高校、金沢龍谷高校、
　　　　  金沢桜丘高校、遊学館高校、金沢大学吹奏楽団、
　　　　 百萬石ウィンドオーケストラ、NOTOマーチングバンド ほか

能舞台の説明、
舞台下のカメの見学をしたあと、
謡（うたい）や能面・舞台体験を
能楽師が案内します。

能舞台の説明、
舞台下のカメの見学をしたあと、
謡（うたい）や能面・舞台体験を
能楽師が案内します。

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

対象：小学生以上
申込：電話（5人以上の場合は3日前までに要予約）
費用：水引ぽち袋400円／まゆ細工400円／組子のコースター 1,000円

10：0０～11：0０
定員：20名（先着順）

能楽堂探検ツアー

料金：一般800円、大学生640円、
　　  高校生以下無料

春季特別展「明治維新と石川県誕生」
展示展示

展示展示

要申込

申込不要・無料

4.28［土］

4.28［土］
4.28［土］

4.21［土］～5.27［日］

TEL 076-231-7580石川県立美術館 TEL 076-262-3236石川県立歴史博物館

TEL 076-264-2598石川県立能楽堂 TEL 076-261-0500加賀本多博物館

TEL 076-232-8111
（いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭 実行委員会事務局）しいのき迎賓館

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15～30分）石川の伝統工芸を気軽に体験できます。（所要時間15～30分）

名探偵コナン特別編の
漫画家・窪田一裕氏を
招いた講演会です。

名探偵コナン特別編の
漫画家・窪田一裕氏を
招いた講演会です。

9：00～11：00、13：30～16：00期間中毎日

TEL 076-262-2020石川県立伝統産業工芸館

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）

春季特別展「前田家からのお輿入れ」

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

14：00～14：30

3.15［木］～6.13［水］

5.5［土・祝］

講師：鈴木 淳氏
（東京大学人文社会系研究科・文学部教授）

「幕末・維新期の銃砲
  製造の動向と加賀藩」

申込不要・無料13：30～15：00
定員：80名（当日先着順）

4.28［土］

昨年の様子

「石川県子ども読書月間」記念講演会

「石井桃子さんとかつら文庫」

13：45～15：45　定員：70名（先着順）

申込：電話（076-223-9587）・FAX（076-222-2531）、
　　  メール（child@pref.ishikawa.lg.jp）

4.28［土］

TEL 076-223-9565石川県立図書館

講師：吉田 啓子氏・鈴木 晴子氏（東京子ども図書館職員）

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料

講師：窪田 一裕氏（漫画家）

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。

江戸時代後期に本多家へお輿入れした寿々姫
（12代藩主の七女）の豪華絢爛な調度品を
多数展示します。

江戸時代後期に本多家へお輿入れした寿々姫
（12代藩主の七女）の豪華絢爛な調度品を
多数展示します。

す   ず ひめ

寿々姫お輿入れ品

本展覧会では、幕末の動乱から戊辰戦争、維新の諸変革
への対応、さらに明治16年（1883年）に現在の石川県域
が確定する過程をたどり、明治前期の政治・社会を地域の
視点から紹介します。

本展覧会では、幕末の動乱から戊辰戦争、維新の諸変革
への対応、さらに明治16年（1883年）に現在の石川県域
が確定する過程をたどり、明治前期の政治・社会を地域の
視点から紹介します。

磁気式お絵かきボードを使って、

コレクション展示室の作品を

スケッチします。

磁気式お絵かきボードを使って、

コレクション展示室の作品を

スケッチします。

※4月20日[金]締切

※期間外も毎日開催

特別展記念講演会

9：00～12：00、
13：00～16：30

4.28［土］～5.6［日］
の土日祝日のみ

窪田 一裕氏

「名探偵コナン（特別編）

 推理マンガの描き方」

毛理嶋山官軍大勝利之図

多色摺り版画を作ってみよう

はがきサイズの

多色摺り版画を

1枚作ります。

はがきサイズの

多色摺り版画を

1枚作ります。

はがきサイズの

多色摺り版画を

1枚作ります。

はがきサイズの

多色摺り版画を

1枚作ります。

料金：一般1,000円、 大学生600円、高校生以下無料

ギャラリートーク

石川県立美術館開館35周年・
金沢美術倶楽部創立100周年記念特別展

「美の力」

展示展示

パネル展示パネル展示

申込不要・要観覧料

申込不要・要観覧料

申込不要・要観覧料

11：00～5.6［日］

4.21［土］～5.20［日］

本展は国宝4点、重要文化財34点を含
む茶道美術を中心とした逸品の数々約
140点を通して、「美の力」が当地の個
性を確立していった道程を再発見する
ものです。

本展は国宝4点、重要文化財34点を含
む茶道美術を中心とした逸品の数々約
140点を通して、「美の力」が当地の個
性を確立していった道程を再発見する
ものです。

講師：熊倉 功夫氏（MIHO MUSEUM館長）

熊倉功夫氏講演会

「前田家と茶の湯」

申込不要・無料

13：30～15：00
定員：200名（当日先着順）

※4月29日を除く会期中
　毎日曜日開催

講演会

熊倉 功夫氏

料金：一般360円、大学生290円、 高校生以下無料

企画展「開館50周年記念

  石川近代文学館
     作家大集合」

展示解説

修復技術者が修復作品や修復内容を解説します。

9：30～17：00
会場：広坂別館 和室

①10：30～
②14：00～

「よみがえった文化財
  －パネルによる修復実績の紹介－」

展示展示

入場無料

申込不要・無料

申込不要・無料

〈前期〉4.21［土］～9.2［日］

（〈後期〉9.6［木］～11.25［日］）

4.28［土］～5.6［日］

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 TEL 076-262-5464

石川四高記念文化交流館
（石川近代文学館）

朗読：神田 洋子氏
　　 （ストーリーテラー）

「幼年時代」（抄） （室生犀星・作）

１４：００～１５：００
定員：40名（当日先着順）

4.28［土］

平 成29年 度 の 石 川 県 文
化財保存修復工房の修復
実績について、指定文化
財を中心にパネルで紹介
します。

平 成29年 度 の 石 川 県 文
化財保存修復工房の修復
実績について、指定文化
財を中心にパネルで紹介
します。

朗読会

5.3［木・祝］

作業風景

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、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」! !

3.31日平成31年

4.1日平成30年
～～

このマークが
 対象事業です

いしかわ子ども文化体験チャレンジスクール

御朱印帳（スタンプラリー台帳）は対象各施設にあります。

～進め！ 出世街道 2018～

5.6［日］

4.29［日・祝］
藩祖・前田利家が千利休から茶の湯を学んで以来、加賀
藩主・前田家は千家と深い関わりを持ち、また有力な茶人
たちとの交流を通して独自の茶道文化を主導しました。そ
の歴史を振り返ります。

藩祖・前田利家が千利休から茶の湯を学んで以来、加賀
藩主・前田家は千家と深い関わりを持ち、また有力な茶人
たちとの交流を通して独自の茶道文化を主導しました。そ
の歴史を振り返ります。

企画展「美の力」を担当学
芸員がご案内します。
企画展「美の力」を担当学
芸員がご案内します。

開館50周年を記念し、全常設展示作家
約70名の第一級資料を一堂にご紹介します。
開館50周年を記念し、全常設展示作家
約70名の第一級資料を一堂にご紹介します。

申込不要・無料

対象：
申込：小学生（3年生以上）とその保護者、中学生～一般

数多くの楽団が出演する吹奏楽の演
奏会です。気軽にお立ち寄りください。

朗読：西川 章久氏
　　 （フリーアナウンサー）

井上靖顕彰 鑑真まつり

「天上の星の輝き」（井上靖・作）

申込不要・要入館料

11：00～12：00
定員：30名（当日先着順）

5.6［日］

※鑑真まつりオリジナル和菓子付き


