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「いしかわ文化の日」

「いしかわ文化推進期間」

今年度の「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 な々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

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
東京2020応援文化オリンピアード認証事業

14：00～15：30
定員：50名

10.31火
18：30～20：30頃

10.17火

講師：辻口 博啓氏（パティシエ）

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

出演：名取 裕子氏（女優）

　 （公社）金沢能楽会

辻口 博啓氏

嵐山 光三郎氏

会場：石川県立美術館

会場：石川県立能楽堂

会場：石川県立能楽堂

女優の名取裕子さんをお招きし、

古典文学を題材にした物語を朗読いただきます。

また併せて能楽（舞囃子）の公演をお楽しみいただけます。

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。

15：30～17：00
定員：120名10.28土

為末 大氏

会場：石川県立歴史博物館

要申込

要申込・無料

元陸上（ハードル）選手で、3度のオリンピックに

出場した為末大氏をお招きし、

特別展に関連した内容をご講演いただきます。

期間中に県内の文化施設を巡ってスタンプを集めると
オリジナル記念品をプレゼント！

記念品引換所 ： 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

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」「いしかわ文化の日」

県内116の文化施設が
県民入場無料！
※ほか4施設で県民入場料割引。
※対象施設は上記ホームページまで。

※記念品の交換は2017年11月30日(木）まで。

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」すると、認定缶バッ
チや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～

3.31土平成30年

4.1土平成29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・割引施設（120施設）

定員：400名（先着順）

料金：1,000円
（ケーキセットつき）

公共交通機関をご利用ください。
金沢駅からは「兼六園シャトル」バスが便利です。

2017 10.15 11.3 金・祝日

10.15 日

2017 10.15 日

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
　　 「辻口博啓シェフのスイーツパフォーマンス会」係（締切：10/2月必着）または「禅とハードル」係（締切：10/12木必着）

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

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。

秋のミュージアムウィーク
～石川が誇る伝統文化を楽しむ～

2017  10.15日 11.5日

兼六園周辺文化の森

（10/15～11/3 いしかわ文化推進期間）

作品：源氏物語「葵」（瀬戸内寂聴 訳）

要申込・無料

秋季特別展

講師：為末 大氏
元陸上選手

（ハードル）（ ）

スタンプラリースタンプラリーいしかわの文化施設いしかわの文化施設

（http://www.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

～10.1日 日11.5

10.15 11.3 金・祝日 ～

名取 裕子氏

(一部対象外の展覧会あり）

詳しくは上記ホームページまで。

※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

講師：嵐山 光三郎氏（作家）

出演：（公社）金沢能楽会ほか

18：30～20：30
定員：400名

石川県が誇る伝統工芸と伝統文化の関わりとその魅力を
作家の嵐山光三郎氏の講演のほか、金沢能楽会による
能の実演（舞囃子「安宅」）などを交えて紹介します。

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

要申込・無料

申込：往復はがきに住所・氏名・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　
　　 講演会「石川に能の霊が舞い降りる」係（締切：10/26木必着）

11.11土

講演会

「石川に能の霊が舞い降りる」
   ～ 私が知っている石川の伝統工芸と能楽 ～

「石川に能の霊が舞い降りる」
   ～ 私が知っている石川の伝統工芸と能楽 ～

「石川に能の霊が舞い降りる」
   ～ 私が知っている石川の伝統工芸と能楽 ～

※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。

しいのき迎賓館

その他の主な展覧会・展示

石川県立伝統産業工芸館

金沢21世紀美術館

石川県立図書館

金沢ふるさと偉人館 企画展 「日本化学工業の基礎を築いた野口遵」

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」

鈴木大拙館 企画展 「也風流庵レター」

金沢くらしの博物館 特別展 「写真で見る戦後の金沢」

7.10㊊～11.12㊐
※9/11㊊～15㊎は展示替え期間

8.5㊏～11.26㊐

10.4㊌～2018.1.28㊐

10.7㊏～11.26㊐

中村記念美術館
7.29㊏～10.22㊐

10.28㊏～11.28㊋

8.5㊏～11.5㊐

7.22㊏～2018.1.8   月・祝

「国際漆展・石川2017」 10.13㊎～10.25㊌

企画展示 「加賀藩の藩校資料」 9.13㊌～10.30㊊

企画展 「国際漆展コレクション展・世界の漆～国際漆展・石川2017 企画展～」

企画展 「うるしが語る、うるしを語る」
企画展 「酒×ひと×のと」
企画展 「Small ThingS 小さきもの～掌サイズの生活工芸～」

10.6㊎～12.6㊌

10.5㊍～12.5㊋

10.6㊎～11.12㊐

10.5㊍～12.5㊋

金沢能楽美術館
特別展「観世宗家の至宝
－二十五世観世左近記念 観世能楽堂開場記念－」10.7㊏～11.26㊐

企画展 「工芸セレクションⅠ お茶碗と棗」
「伝統工芸創作人形展」

「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」

日10.15

土21

日22

火31

水18

火17

火24

水25

木19

金20

金27

土28

日29

水11. 1

日5

土4

木2

■イベント■■ 特別企画イベントスケジュール

3 金・祝



TEL：076-221-8810

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

講
演

会

朗
読

会

朗
読

会

ミニコンサート音楽の秋！ ミュージアムウィーク

9.16土 ～ 11.5日

秋季特別展「禅の心とかたち －總持寺の至宝－」 展示展示

總持寺の至宝に加え、祖院・永光寺の寺宝も併せて展示し、

石川で育まれた總持寺の歴史と文化をご紹介します。

9.22金 ～ 1.14日

特別展「『加賀八家』の実像」

企画展「漱石と石川ゆかりの作家たち」

展示展示

百万石を誇る加賀藩前田家の最上層家臣

である「加賀八家」の実像に迫ります。

10.22日
①10：00～10：30
②14：00～14：30

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。

修復特別実演

11.4土
13：30～15：00
定員：60名（当日先着順）

貴重な文化財を後世へ守り伝えていくために、漆工芸品における適切な
文化財の保存や修復について理解を深めるためのセミナーを開催します。

第1回修復工房セミナー「文化財を守る－漆工芸品の保存と修復－」

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

講師：北 春千代氏
　　 （県立歴史博物館学芸主幹）

工芸文化の歴史講座工芸文化の歴史講座

「三代利常と文化政策」「三代利常と文化政策」
伝統工芸制作体験ワークショップ伝統工芸制作体験ワークショップ

「手描き加賀友禅の
　　　　   ハンカチを作ろう」

「手描き加賀友禅の
　　　　   ハンカチを作ろう」

能楽堂探検ツアー能楽堂探検ツアー

11.5日
11.4土
13：30～15：00
定員：80名
　　 （当日先着順）

11.4土

11.4土

13：00～14：30（受付開始12：30）
定員：50名程（先着順）

加賀本多博物館 TEL：076-261-0500

石川県立能楽堂 TEL：076-264-2598

能楽体験能楽体験能楽体験

申込：県文化振興課（2076-225-1372）まで電話

16：00～18：00
（開場15：00）　
定員：400名

“ろうそく能”鑑賞会“ろうそく能”鑑賞会“ろうそく能”鑑賞会

百万石の菓子文化 いしかわスイーツ博

10.14土 15日 10：00～17：00

サケマルシェ
10.21土 10：30～17：30

しいのき迎賓館 TEL：076-261-1111

申込不要・無料

申込不要・無料

加納朋子トークショー

小説『ななつのこ』、『七人の敵がいる』などの作者に、
創作方法の秘密などを語ってもらいます。

11.4土

石川県立伝統産業工芸館 TEL：076-262-2020

参加費：お箸へ沈金750円/箸置きに蒔絵800円/
　　　  両方体験セット1,300円

伝統工芸体験「お箸へ沈金」「箸置きに蒔絵」

10.15日 

お問い合わせ先：石川県観光企画課（2076-225-1542）

お問い合わせ先：サケマルシェ実行委員会（石川県酒造組合連合会内）（2076-251-2115）

石川県立生涯学習センター
（石川県本多の森庁舎） TEL：076-223-9574

講師：ラッキィ池田氏（振付師）
申込：9/11月～29金にメール
　　 （kendai@pref.ishikawa.lg.jp）

講師：山崎 剛氏（金沢美術工芸大学 教授）　会場：県立美術館 講義室

第3回ファミリー・カレッジ in 本多の森

「親子で踊って大冒険！」～わくわくドキドキの旅に出よう！～
金・祝11.3

13：30～15：00
定員：親子100組
　　 （抽選）  

金・祝11.3　4土 10：00～16：00

11.5日 10：00～14：00

マナビィフェア in 本多の森2017

お菓子づくり体験

9：00～18：00 ※詳細は生涯学習センターホームページなどでご確認ください。

県民大学校実施機関及び
近隣公民館等の展示・実演など。

能舞台での体験や能装束等の鑑賞ができます。

石川四高記念文化交流館（石川近代文学館） TEL：076-262-5464

展示展示

生誕150年を迎えた文豪・夏目漱石と交流のあった

石川ゆかりの作家たちをご紹介します。

料金：一般800円、大学生640円、
　　  高校生以下無料

料金：一般400円、大学生300円、高校生以下無料

料金：一般360円、大学生290円、高校生以下無料

申込不要・無料

ギャラリートーク 申込不要

申込不要

申込不要

10.29日 14：00～14：30  

大徳 美幸氏 窪田 理恵子氏 菊田 和歌子氏 太田 真佐代氏 浅井 隆宏氏　　富田 祥氏

フルートとギターのデュオ
チェロとピアノのデュオ

サックスとピアノのデュオ
10.27金 

演奏：菊田 和歌子氏
　　 （フルート）

　　太田 真佐代氏
　　 （ギター）

演奏：富田 祥氏
　　 （チェロ）

　　浅井 隆宏氏
　　 （ピアノ）

11.1水 
①14：00～14：30

（石川四高記念文化交流館）
②16：00～16：30

（県立伝統産業工芸館）

①16：00～16：30（県立歴史博物館）
②18：30～19：00

（石川四高記念文化交流館）

①14：00～14：30
（県立歴史博物館）
②16：00～16：30（県立美術館）

10.24火

演奏：大徳 美幸氏
　　 （サクソフォン）　　 

　　窪田 理恵子氏
　　 （ピアノ）

石川県立歴史博物館石川県立歴史博物館 TEL：076-262-3236TEL：076-262-3236

石川県立図書館 TEL：076-223-9581

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

チケット取扱い：県立能楽堂、
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〉http://eplus.jp

石川県内の和洋菓子店などによるお菓子の販売や菓子職人が直
接手ほどきをする菓子作り体験コーナー、県内の製菓専門学校の
学生やパティシエが制作した飴細工などの作品を展示。また、県
内の菓子店などを巡るスタンプラリーも同時実施！

申込不要・入場無料
（飲食は別途有料）

申込不要・入場無料
（飲食・体験は別途有料）

百万石まちなかめぐり もみじ

11.4土 5日 
もみじをキーワードに、味わう・聴く・体験する・買う・
巡るをテーマに開催。

9.16土 ～ 11.26日

一調「山姥」、
狂言「樋の酒」、
ろうそく能「井筒」を
鑑賞します。

入場料：1,500円【全席自由】
　　　  （高校生以下無料）

石川県が誇る伝統工芸について、
歴史的な側面から学ぶことが
できる講座です。

金 ・祝11.2木  3 

13：30～15：00
定員：150名（当日先着順）

TEL：076-231-7580石川県立美術館

子ども陶芸体験「うつわづくり」
要申込申込不要・無料

要申込・無料

展示作品解説

①11：00～
②13：30～

10.28土 ～ 11.5日

展示展示

10.27金 ～ 11.5日  

10.17火    ～10.19木  

「第64回日本伝統工芸展金沢展」
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。

10.15日
13：30～15：30
定員：20名

申込不要

料金：一般600円、大学生400円、高校生以下無料

展示室で
スケッチ ＧＯ！

磁気式お絵かきボードを使って、
展示室の作品をスケッチします。

申込不要・無料

10.21土
受付9：30～11：30

（所要時間30～40分）

「燦めきの日本画－石崎光瑤と京都の画家たち－」
きらきら

展示展示

明治・大正・昭和に生きた石崎光瑤ら日本画家たちが、京都を舞台に

活躍する様子を、35作家55作品でご紹介します。

料金：一般1,000円、 大学生800円、 高校生以下無料

講師：日本工芸会会員ほか

※応募者多数の
　場合は抽選

本多家15代当主でもある館長による
特別展の解説です。

10.22日

14：00～15：30
定員：40名（当日先着順）

9.23　  ～ 10.22日土・祝

こども漆芸教室
10.28土

13：30～16：00
定員：15名

「金工の世界と私の仕事」
10.29日      

対象：石川県内在住の小学校4年生～高校生
申込：メール（bunkazai@pref.ishikawa.lg.jp）、
もしくはFAX（076-225-1843）（締切：9/29金必着）

漆のお皿に、「沈金」を用いて
好きな模様をつけます。

申込不要・無料

申込不要・無料 申込不要・無料

映像でみる
石川の工芸作家

13：30～

申込不要・無料

れきはくゼミナール

「中世總持寺と能登の在地領主」
会場：県立歴史博物館 ワークショップルーム10.21土  13：30～15：00   

申込不要・無料

11.2木  

13：30～15：00
定員：130名
　　 （先着順）

申込：電話（2076-223-9572）、FAX（076-223-9585）、
　　   もしくはメール（gajoho-6@pref.ishikawa.lg.jp）

10.20金  

ふるさとふれあい講座

11.2木  

要申込・無料

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

本多の森映画会
①10：00～12：00 「深夜食堂」
②14：00～15：30 「ラジオ」

金・祝11.3  

要申込・無料

要申込・無料

いしかわ伝統芸能体験教室発表会いしかわ伝統芸能体験教室発表会

10.28土

15：00～16：00

10.29日

14：00～15：00
定員：20名
　　 （先着順）

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。

お問い合せ先：県文化振興課（2076-225-1372）

能舞台の説明、舞台下のカメの見学をした
あと、能面や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）

10.21土 22日

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

茶道教室茶道教室
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。
対象：小学生～大人
料金：800円（茶・菓子代）
申込：メール（noh@pref.ishikawa.lg.jp）

要申込

要申込・無料

※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）

13：30～15：00
定員：200名(当日先着順）

講師：上田 正行氏
　　 （徳田秋聲記念館、室生犀星記念館館長）

1日5回程度開催！
（所要時間30～40分程度）定員：各回30名程

参加費：500円程度（材料費）

「漱石とゆかりの金沢人
　　　－知の友、心の友」

かな ざわ びと

夏目漱石作

 『吾輩は猫である』

※講座名、郵便番号、住所、電話番号、保護者（氏名、
　よみがな、性別、年代）、子ども（氏名、よみがな、
　性別、学校名、学年）を記載

定員：各80名
　　 （先着順）

申込：9/11月～10/10火に
       電話（2076-223-9572）

世界理解講座 ～世界そのまんま～
「オーストラリアの歴史と日本人」

10.25水 「市民目線でのドイツ」

要申込・無料

要申込・無料

14：00～15：30
定員：30名（先着順）

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

第4回本多の森シネマアーカイブ「次郎物語」
14：00～16：00 要申込・無料定員：60名（先着順）

第7回「上杉謙信と加越能」
講師：瀬戸 薫氏（かほく市文化財保護審議会委員）

第8回「金沢の風土と暮らしの知恵」
講師：小林 忠雄氏（民俗学者）

石崎光瑤《燦雨》（左隻部分） 南砺市立福光美術館蔵

縹糸威二枚胴具足

展示解説 申込不要

10.22日  13：30～14：30   

※展示室の観覧料が必要

※展示室の観覧料が必要

①14：00～15：00
②15：00～16：00

定員：各15名（先着順）
参加費：1,500円

写真提供：（公社）金沢能楽会

※展示室の観覧料が必要

講師：大角 幸枝氏
　　 重要無形文化財

「鍛金」保持者（ ）

伝統工芸制作体験ワークショップ　伝統工芸制作体験ワークショップ　

要申込

要申込

「金沢箔でオリジナル菓子皿を作ろう」　

参加費：1,000円

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

10.21土
①14：00～15：00
②15：00～16：00

定員：各15名（先着順）

※観覧料が必要
　（高校生以下無料）

※詳しくは いしかわスイーツ博 検索

※詳しくは しいのき迎賓館 検索

地酒と地元食材の食を味わうイベント

加賀宝生の
魅力

加賀宝生の
魅力

加賀宝生の
魅力

映像ギャラリー

10.15日  13：30～  

ギャラリートーク
10.15日   22日  11：00～    

会場：県立美術館ホール

「日本画の伝統と変革」、
「日本の巨匠 上村松篁」、「日本の巨匠 西山英雄」を上映します。

申込不要・無料

申込不要・無料

※展示室の観覧料が必要

申込不要

記念講演会

身体全体を使った造形遊びから、
器作りに挑戦します。

（作品は焼成後、後日お渡し）
対象：小学生　料金：700円

申込：往復はがきに参加者の氏名・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：10/5木必着）

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

朗読：林 恒宏氏

14：00～15：00
定員：40名（当日先着順）

10.28土   

ナレーター、語り手、
音声言語指導者（ ）

徳田秋聲作

　　『奔流』

朗読：上原 一美氏
　　 （ナレーター）

申込不要・無料申込不要・無料

申込不要・無料

14：00～15：00
定員：40名（当日先着順）

11.3  金・祝

要申込・無料文化の森周遊ツアー
講師：中森 勉氏（金沢工業大学 教授（専門：近代建築史））　　対象：一般の方
集合場所：県立歴史博物館 第2棟1階 ウェルカムラウンジ

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）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

10.15日
13：00～（2時間程度）
定員：20名（先着順）

兼六園周辺文化の森に集積する近代建築物を巡り、
各施設の特徴などを知ることができる周遊ツアーです。

漆の代表的な加飾技法を
体験することができます。

企画展の内容に関連した、
漱石周辺の石川ゆかりの人
たちについての講演。


