
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
～ 新緑の文化の森を周遊しよう！ ～～ 新緑の文化の森を周遊しよう！ ～
春のミュージアムウィーク

兼六園周辺文化の森

※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■ 特別企画

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

30日

6土

4.29 土・祝

5. 3 水・祝

4 木・祝

5 金・祝

金沢城・兼六園四季物語 
春の段
金沢城・兼六園四季物語 
春の段
5.2火 ～ 5.6土

①19：00～ ②20：00～

18：3０～21：0０（入園は20：45まで）

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

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

（霞が池周辺）

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
※時間等詳細はホームページをご覧下さい。

金・祝5.5    6土

水・祝 木・祝5.2火 3    4

3.4㊏～6.25㊐

4.23㊐～7.23㊐

4.22㊏～8.27㊐

4.22㊏～7.2㊐

4.15㊏～7.30㊐

4.26㊌～7.17  月・祝

その他の主な展覧会・展示

県立美術館

コレクション展
茶道美術名品選Ⅱ（古美術）
新収蔵品展（絵画・彫刻）
春の優品選（工芸）

県立伝統産業工芸館 「今に生きる伝統工芸Ⅰ」「今に生きる伝統工芸Ⅱ」
4.5㊌～5.17㊌

4.13㊍～5.16㊋

金沢21世紀美術館
「池田学展 The Pen －凝縮の宇宙－」
「コレクション展1 PLAY／
 粟津潔、マクリヒロゲル4」

4.8㊏～7.9㊐

4.29　 ～7.23㊐

県立図書館 第59回こどもの読書週間記念展示
「かこさとしさんの仕事」 4.12㊌～5.30㊋

4.20㊍～5.28㊐

土・祝

金沢能楽美術館
企画展
「秘スル花ヲ知ルコト－山科理絵が描く能楽世界－」

中村記念美術館 企画展「工芸に生きつづける花と鳥」

金沢ふるさと偉人館 企画展「中西悟堂とその仲間たち」

鈴木大拙館 企画展「自然を思う」

前田土佐守家資料館
開館15周年記念企画展
「武門のたしなみ 武具・軍装・武芸」

金沢くらしの博物館 企画展「金沢和傘と着物」

※5/8㊊～5/10㊌は展示替休館

文化の森
フォト・ウォークラリー

安養美香氏東海煌山氏芝本ゆみ子氏

11：00～11：30

10：00～16：00（受付時間9：45～13：30）
定　員：先着150名
対　象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
　　　　※団体6名以上の場合、要チーム分け

参加費：一般500円、高校生以下200円

持ち物：スマートフォン、デジカメ、携帯電話など
　　　 （※ゴール後、写真を確認します。）、
　　　 筆記用具、雨具など

兼六園周辺文化の森
ミュージアムウィーク

4.29     5.72017 日

文化の森

ミニコンサート

文化の森
フォト・ウォークラリー

ミニコンサート

～子どもの日は文化
の森で楽しもう～

土・祝

演奏：東海 煌山氏（尺八）
　　安養 美香氏（フルート）

演奏：芝本 ゆみ子氏（アルパ）

兼六園周辺文化の森を舞台に、各文化施設のチェックポイントを撮影しながら巡る
フォト・ウォークラリーを開催！ チェックポイントで得た合計点数に応じて記念品をプレゼント！

春祭り5.5 金・祝

5.5金・祝

10：009：30 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00

※ワークショップの詳細は次ページをご覧ください。

文化の森フォト・ウォークラリー

会場：石川県立美術館

集合場所：本多の森公園

会場：石川県立歴史博物館 会場：石川県立美術館ミニ
コンサート

ミニ
コンサート

ワークショップ 会場：石川県立歴史博物館砂絵作り
ワークショップ 会場：石川県立歴史博物館ストラップ作り

カラフルたけのこくん

1

の

15：00～15：302

本多の森公園(石川県立歴史博物館となり）集合
場所

会　場 石川県立歴史博物館
会　場 石川県立美術館

一日中楽しい
イベント満載！！

文化の森 春祭りの

タイムテーブル

ワーク
ショップ

申込不要

申込不要・無料

文化施設の常設展フリーパス付き

■展示室でスケッチＧＯ！
県立美術館 13：00～15：00 ■ミニコンサート　　　　　　　 14：00～14：30

16：00～16：30

■朗読会 」鏡花万「」女乙春「
石川四高記念文化交流館 14：00～15：00

■ワークショップ マイ菓子ようじづくり
県立美術館 10：00～12：00 ■修復特別実演

県文化財保存修復工房・県立美術館広坂別館
①10：00～10：30
②14：00～14：30

■ワークショップ お茶杓づくり
県立美術館 14：00～17：00

■第1回図書館をたのしもう「ステンシルでつくる絵本バッグ」
県立図書館 13：00～15：00 ■いしかわの工芸の巨匠に聞く

県立美術館 13：30～15：00

■北前船ペーパークラフト「琴平丸」を作ろう
県立歴史博物館 13：30～15：00 ■第1回ファミリー・カレッジin本多の森

生涯学習センター 13：30～15：00

■文化財保存修復工房20周年記念シンポジウム
県立美術館 13：30～15：30

■文化の森フォト・ウォークラリー
本多の森公園 10：00～16：00 ■ミニコンサート　　　　　　　 11：00～11：30

15：00～15：30

■ワークショップ カラフルたけのこくん
県立美術館 13：00～15：00

■能楽堂探検ツアー
県立能楽堂 10：30～11：30 ■井上靖顕彰朗読会「北の海 ～初恋編～」

石川四高記念文化交流館 11：00～12：00

■ 特別講演「歴史に学び大局観を養う～北前船と石川県～」
県立歴史博物館 13：30～15：00 ■ギャラリートーク

加賀本多博物館 14：00～14：30

（県立歴史博物館）
（石川四高記念文化交流館）

（県立歴史博物館）
（県立美術館）

（ ）

金沢城公園
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井上靖顕彰朗読会
　　    「北の海 ～初恋編～」

（井上靖作）

申込不要

申込不要

申込不要

申込不要・無料

色のついた砂で絵を描きます。
（所要時間30分）

砂絵作り砂絵作り

ストラップを作成します。
（所要時間30分）

ストラップ作りストラップ作り4.30日

4.22土 ～ 5.28日

4.22土 ～ 5.28日 
の土・日・祝日　9：30～16：00

4. 30日   5.7日 11：00～12：00

カラフルたけのこくん

要申込

要申込・無料

要申込・無料

いしかわの工芸の巨匠に聞く

修復特別実演修復特別実演
4.30日 
①10：00～10：30
②14：00～14：30

4.29　 土・祝

5.6土
13：30～15：00
定員：120名

講師：川北 良造氏（重要無形文化財「木工芸」保持者）
進行：秋本 和美氏（フリーアナウンサー）
申込：石川県文化振興課に電話（2076-225-1371）

歴史家・作家として数々の著作やテレビ・ラジオの番組
監修・出演を行う加来氏が石川県の北前船について講演。
講師：加来 耕三氏
　　 （『歴史研究』編集委員）

申込：往復ハガキに住所・氏名・電話番号・人数を記載して下記まで
（ハガキ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
「特別講演『歴史に学び大局観を養う』」係 締切：4/20木必着

各文化施設ならではのイベントを多彩にお届けします。
ＧＷはぜひ兼六園周辺文化の森へお出かけください。

春のミュージアムウィーク
兼六園周辺文化の森

～新緑の文化の森を周遊しよう！～

川北良造氏 秋本和美氏

2017  4.29 5.7日土・祝

はじめての竹工芸はじめての竹工芸

10：00～12：00（受付9：30～）
①マイ菓子ようじづくり

14：00～17：00（受付13：30～）
②お茶杓づくり　

金・祝5.5
13：00～15：00
（受付13：00～14：00）
定員：70名

土・祝4.29
13：00～15：00
（所要時間約40分）

土・祝4.29
14：00～15：00
定員：40名（当日先着順）  

展示室でスケッチGO！

歴史に学び大局観を養う
　～北前船と石川県～

茶道具の鑑賞と竹工芸の制作体験。２講座とも完成作品を用いて、抹茶体験も行います。
対象・定員：①小学校5・6年生とその保護者5組　②大人5名
参加費：①1組1,000円　②1人2,000円 ※共に、抹茶、菓子代含む。
申込：往復ハガキに、講座名・住所・氏名・（①は学年）・電話番号を記載して下記まで
〒920-0963 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館「はじめての竹工芸」係 締切：4/19水必着

展示室でお気に入りの作品を磁気式ボードで
スケッチしてみよう！作品はポストカードに
プリントアウトして持ち帰り可能です。

修復技術者が
作業の実演を交えて、
作品解説や修復内容を紹介します。

石川県立歴史博物館 TEL：076-262-3236

石川県立美術館 TEL：076-231-7580

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

「よみがえった文化財
 －未来へつなぐ文化財保存と修復のわざ－」

展示展示

石川県文化財保存修復工房の修復実績を集大成するととも
に、名品の収集や文化財の保護に先進的に取り組んだ加賀藩
前田家の業績を紹介します。

観覧料：一般800円、大学生600円、 
       　高校生以下無料

石川県文化財保存修復工房設立20周年記念

特別来賓：前田 利祐氏（前田家18代当主）
基調講演：地主 智彦氏
　　　　   （文化庁美術学芸課 文化財調査官）
パネリスト：村上 隆氏（高岡市美術館長）
　　　　   中越 一成氏
　　　　   （（一財）石川県文化財保存修復協会代表理事）
司　　会：嶋崎 丞（石川県立美術館長）

木・祝5.4 13：30～15：30
定員：200名（当日先着順）

「文化財を守り伝える」
石川県文化財保存修復工房20周年記念シンポジウム

ギャラリートーク

料金（展示室観覧料）：
常設展／一般360円、大学生290円、高校生以下無料

申込不要

加賀本多博物館 TEL：076-261-0500

5.6土 14：00～14：30
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

特別展「加賀本多家と家臣たち」展示展示

本多家15代当主でもある
館長による展示品解説です。

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

朗読：宗村 春菜氏（女優）

※常設展含む

石川四高記念文化交流館 TEL：076-262-5464

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～」

展示展示

観覧料：一般360円、大学生290円、 高校生以下無料

朗読会「春乙女」「万花鏡」
（室生犀星作）

の ぞ き め が ね

朗読：井口 時次郎氏
　　 （劇団ドリームチョップ）

5.6土  
11：00～12：00
定員：25名（当日先着順）
※記念のお菓子をお配りします。  

要申込・無料能楽堂探検ツアー能楽堂探検ツアー
5.6土
10：30～11：30
定員：20名（先着順）

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）

石川県立能楽堂 TEL：076-264-2598

第1回図書館をたのしもう「ステンシルでつくる絵本バッグ」第1回図書館をたのしもう「ステンシルでつくる絵本バッグ」
白無地のエコバッグにステンシルの
技法で模様を付け、絵本バッグを
完成させます。
講師：林 千賀子氏
　　 （金沢湯涌創作の森 版画工房担当）

料金：500円　対象：小学生（3年生以下は保護者同伴）
申込：電話、FAX（076-222-2531）、メール（child@pref.ishikawa.lg.jp）
※FAX、メールの場合は、名前、学年、電話番号を記載してください。

要申込

石川県立図書館 TEL：076-223-9587

水・祝5.3
13：00～15：00
定員：15組
（先着順）

要申込・無料第1回ファミリー・カレッジ in 本多の森第1回ファミリー・カレッジ in 本多の森
「映画監督、しどろもどろ
 ～映画作りの1から10までしゃべります～」
「映画監督、しどろもどろ
 ～映画作りの1から10までしゃべります～」

講師：森 義隆氏（映画監督）

申込：電話 森義隆氏

水・祝5.3
13：30～15：00
定員：150名
（先着順）

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

5.3 水・祝
13：30～15：00
定員：200名（先着順）

重要文化財「西湖図」秋月等観筆

北前船模型 琴平丸

加来耕三氏

要申込・無料

水・祝5.3

「北前船と日本海海運」展示展示

石川県の誇る歴史遺産である北前船が、江戸
時代の海の物流の大動脈となり、人々の暮らし
と深く関わってきたことを紹介します。
観覧料：一般800円、大学生640円、 高校生以下無料

会場：修復工房見学スペース

北前船ペーパークラフト
「琴平丸」を作ろう

北前船のペーパークラフトを
作ります。
対象：小学生以上

申込：往復ハガキにイベント名・住所・氏名・
年齢・電話番号を記載して下記まで
〒920-0963　金沢市出羽町3-1
石川県立歴史博物館「北前船ペーパークラフト」係
締切：4/21金必着※応募者多数の場合は抽選

特別講演

講演

講演

ワークショップ

ワークショップ

ワークショップ

13：30～15：00
定員：36名

ミニコンサート
１4：0０～１4：3０（県立歴史博物館）
１６：００～１6：3０（石川四高記念文化交流館）
クラリネットにより、
春らしい曲をお届けします。
出演：金沢クラリネットアンサンブル

5.5

5.5

※会期中、毎日曜日開催（要観覧料）

※要観覧料

新聞紙を使ってカラフルなたけのこを
作ります。（所要時間約60分）
講師：かまゆみ氏
       （イラストレーター・絵画造形講師）

※応募者多数の
　場合は抽選

※応募者多数の
　場合は抽選

水引ぽち袋・まゆ細工・組子のコースター作り体験水引ぽち袋・まゆ細工・組子のコースター作り体験
石川県立伝統産業工芸館 TEL：076-262-2020

石川の伝統工芸を気軽に体験できます。（所要時間15～30分）
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 400円/まゆ細工 400円/組子のコースター 1,000円

期間中毎日 9：00～11：00　13：30～16：00（最終受付16：00）  

4.22土 ～ 5.28日

4.22土 ～ 8.20日

3.18土 ～ 7.12水
「聖の青春」（29歳で亡くなっ
た天才将棋棋士・村山聖を題
材に松山ケンイチが主演。第
31回高崎映画祭最優秀監督
賞受賞作品）の監督。

いしかわの工芸文化体験・鑑賞推進事業

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

締切：5/1月
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