
兼六園周辺文化の森を舞台に繰り広げられる芸術、文化の祭典。夏休み中の子どもたちから大人まで、

みんなで楽しめる企画が満載。今年の夏は、兼六園周辺文化の森で爽やかに文化を楽しもう！

兼六園周辺文化の森

～夏休みは文化の森を楽しもう～

夏のの

2018 Summer Museum W
eek

8.3［金］ 8.19［日］

2018

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）

8.3［金］ 4［土］

～ 一期一会 しいのきを包む光の曼荼羅 ～

D-K
デジタル掛け軸

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）・
　　 年齢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）
　　 ※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「きらりん☆ワークショップ」係まで
　　 （締切：7/23［月］必着）

日没～21：30（小雨決行）

会場：しいのき迎賓館

定員：各30名　参加費：500円

会場： 石川県立歴史博物館 
ワークショップルーム

※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「香林坊（アトリオ前）」下車徒歩約5分。4日は「金沢ライトアップバス」が便利です。

①10：00～12：00
②13：30～15：30「光の箱」8.16［木］

①18：30～19：00
②20：30～21：00

8.3［金］

①10：00～12：00
②13：30～15：30「光のツリー」8.17［金］

入場無料

長谷川 章氏

演奏：李 彩霞氏

D-Kコンサート
フルートとギターの調べ

18：30～19：00

8.4［土］

演奏：

菊田 和歌子氏（フルート）

太田 真佐代氏（ギター）

①19：30～20：00
②20：30～21：00

D-K光のパフォーマンス

on しいのき迎賓館

きらりん　 ワークショップ

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。

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。

4.28［土］～8.19［日］

7.7［土］～10.21［日］

4.28［土］～9.24［月・振］

7.7［土］～1.14［月・祝］

4.21［土］～8.26［日］

その他の主な展覧会・展示

県立美術館

7.27［金］～8.26［日］企画展

「生誕220年 広重展 雨、雪、夜 風景版画の魅力をひもとく」

7.27［金］～8.28［火］〈コレクション展〉

「江戸の動物画優品選」 「水辺をたんけん！」

6.1［金］～9.2［日］中村記念美術館 コレクション展「工芸セレクションⅡ お釜と香合」

「アイ・チョー・クリスティン 霊性と寓意」

「起点としての80年代」

「アペルト08 七搦綾乃」

「lab.3 DeathLAB：死を民主化せよ」

金沢21世紀美術館

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

7.11［水］～10.21［日］企画展「大拙先生の思い出」鈴木大拙館

6.1［金］～8.26［日］開館40周年特別展「三尖塔校舎」金沢くらしの博物館

7.8［日］～9.24［月・振］前田土佐守家資料館 「前田土佐守家とゆかりの寺院」

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

8.1［水］～8.22［水］しいのき迎賓館 特別企画展「久保修展」（切り絵）

石川四高記念文化交流館
4.21［土］～9.2［日］企画展

「開館50周年記念 石川近代文学館 作家大集合」

県立伝統産業工芸館

7.20［金］～8.27［月］企画展「工芸アクアリウム」

7.20［金］～8.26［日］夏の特別企画展

「工芸ZOO パオーン！ ガオー！ コーゲー！ －工芸を体感せよ!－」

加賀本多博物館
6.16［土］～9.5［水］コレクション展示

「魚貝類写生図 －加賀藩博物図の世界－」

※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。

イベントスケジュール

8/14［火］～16［木］は兼六園無料開園（7：00～18：00）

金沢城・兼六園四季物語 夏の段

ひゃくまんさんと親子で抹茶体験

18：3０～21：0０（入園は20：45まで）
8.10［金］ ～12［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。

金沢城公園・兼六園 TEL 076-234-3800

兼六園周辺文化の森 検 索

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

D-Kコンサート
二胡の調べ

要申込

※イメージ画像

ⓒSADISTIC CIRCUS

8.3［金］

4［土］

5［日］

7［火］

8［水］

9［木］

10［金］

10［金］

11［土・祝］

12［日］

16［木］

17［金］

18［土］

19［日］

（霞が池周辺）
兼六園ライトアップ
コンサート（霞が池周辺）

①19：0０～
②20：0０～(予定）8.11［土・祝］

玉泉院丸庭園
ライトアップコンサート

①19：3０～ ②20：3０～(予定）
8.10［金］ 11［土・祝］

※詳しくは ほっと石川 検索

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

金沢ナイトミュージアム2018

7.20［金］～10.28［日］

出演：火付盗賊
ひ   つけ  とう  ぞく

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。

①9：00～ ②10：30～ ③13：00～ ④14：30～

定員：25名（先着順）対象：小学生以上とその保護者
参加費：1人720円（抹茶・生菓子付）　申込：電話

8.4［土］ 

要申込
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いとう まゆ氏

夏季特別展「発掘された日本列島2018」

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

「『発掘された日本列島2018』展の見どころ」 申込不要・無料

13：30～15：00　定員：80名（先着順）8.4［土］

夏季特別展記念講演会

「夏休み親子で楽しむ美術館
  アートde動物 大集合!」  　　　

展示展示 展示展示

TEL 076-261-0500加賀本多博物館

料金（展示室観覧料）：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

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。

申込不要・要観覧料

「動物園de

①10：00～12：00
②13：00～15：00
定員：各50名（先着順）

対象：小学生とその保護者
申込：前日17時までに
　　  電話（076-231-7580）

特別展の見どころについて文化庁の担当者が講演します。特別展の見どころについて文化庁の担当者が講演します。

要申込・無料

」スケッチGO!

「古墳壁画の世界観」
申込不要・無料

古墳壁画の世界観について当館学芸員がお話しします。古墳壁画の世界観について当館学芸員がお話しします。

13：30～15：00　
定員：80名（先着順）

特別展の見どころを当館学芸員がお話しします。特別展の見どころを当館学芸員がお話しします。

13：30～14：30 8.18［土］

夏季特別展展示解説

関連企画

8.11［土・祝］

「手描き加賀友禅のハンカチをつくろう」

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

①13：00～14：00 ②14：00～15：00
定員：各15名（先着順）　料金：1,500円8.11［土・祝］

れきはくゼミナール

対象：幼児・小学生とその保護者
申込：電話（076-223-9574）、
       FAX（076-223-9004）

8.4［土］ 

ふるさとふれあい講座（第2回）

13：3０～15：0０
定員：130名（先着順）

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）

TEL 

076-262-5464
石川四高記念文化交流館（石川近代文学館）

要申込・無料

講師：西村 松逸氏（漆工・金沢漆芸会会長）

※応募多数の場合は抽選

「工芸の豊かさ ～美しいということ～」

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

ファミリー・カレッジ in 本多の森

13：3０～15：0０
定員：親子100組

要申込・無料

要申込・無料

要申込・無料

第2回

講師：いとう まゆ氏
　　 （NHK「おかあさんといっしょ」
　　  4代目ダンスのおねえさん）

「まゆおねえさんといっしょに踊ろう!」

対象：小学生とその保護者
申込：当センター HP（http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c）の
　　 第2回参加申込フォーム(外部リンク）に必要事項を入力
締切：7/13［金］

13：3０～15：0０
定員：親子30組（先着順）

第3回「“本多の森で一日留学”
  親子で世界をぐ～るぐる」

対象：小学生とその保護者
申込：電話　締切：8/10［金］

ブラジル、ロシア、韓国出身の石川県国際交流員が各国を紹介します。

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

本多の森キッズシアター

子ども向けアニメーション映画を上映します。
（上映作品は7月上旬までに当センターのＨＰ上でお知らせします。）

参加費：体験により異なる　申込：電話

対象：小学生以上　体験料：400円

要申込「工芸ZOO パオーン！ガオー！コーゲー！」

うるしスタンプでつくろう！ 動物ストラップ♪

の毎土・日とお盆（8.13[月]～15[水] ）

期間中毎日

10:00～17：00
（12：00～13：00はお休み）

申込不要・無料

申込不要

7.20［金］ ～ 8.26［日］

ミュージアム・コンサート 和太鼓演奏会
浅野太鼓によるパワフルな和太鼓の生演奏ステージ！浅野太鼓によるパワフルな和太鼓の生演奏ステージ！11：00～

9：00～11：00 13：30～16：00

8.4［土］ 5［日］

8.4［土］

8.5［日］

8.17［金］

8.9［木］ 10［金］

しいのき星空シネマ

19：30～21：30

申込不要・無料

TEL 076-261-1111しいのき迎賓館

石の広場に設置した大
型スクリーンで名作映
画を鑑賞できます。

みんなでつくるピアノワールド
14：00～
15：00

申込不要・無料

童謡からクラシックまでを、常設の
スタインウェイ製ピアノで演奏します。

TEL 076-223-9565石川県立図書館

要申込・無料

第26回ビブリオバトル

対象：小学校高学年～中学生とその保護者
申込：電話（076-223-9575）もしくはFAX(076-222-2531）、
　　　 メール（chosa@pref.ishikawa.lg.jp）

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。加賀藩の歴史を簡単に解説します。

13：30～15：00
定員：50名（先着順）

8.4［土］

要申込・無料

対象：幼児～小学生とその保護者
申込：電話(076-223-9587）もしくはFAX(076-222-2531）、
　　   メール（child@pref.ishikawa.lg.jp）

図書館をたのしもう「絵とことばの海であそぼう」
紙芝居や絵本の読み聞かせと、海の生物のぬり絵を楽しみます。紙芝居や絵本の読み聞かせと、海の生物のぬり絵を楽しみます。

①10：30～11：30
②14：00～15：00　
定員：各回10組（先着順）

8.19［日］

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）　
観覧者：小学生以上（申込不要、小学生は保護者同伴）

「真夏の夜のビブリオバトル-こわい話-」

18：00～19：30
定員：発表者6名

（先着順）
無料

発表者がこわい話の本を紹介し、最後にたくさん
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。

7.27［金］～8.28［火］

8.4［土］～9.9［日］

※猛禽類の解説＆フライト実演
　（11：30～、14：30～）は予約不要

もう きん るい

舞台見学の他、能楽師の案内による
能面や舞台体験、狂言体験ができます。
舞台見学の他、能楽師の案内による
能面や舞台体験、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）

13：30～14：30
定員：20名（先着順）

時間はいずれも17：00～19：00頃

能楽堂 探検ツアー

観能の夕べ

8.7［火］

TEL 076-264-2598石川県立能楽堂

要申込・無料

能「箙」、狂言「雷」
えびら かみなり

チケットは県立能楽堂、県立音楽堂チケットボックス（076-232-8632）、
金沢能楽美術館（076-220-2790）、
香林坊大和プレイガイド（076-220-1332）、ｅ＋（イープラス）まで。
入場料：1,000円（18日の特別公演は3,000円）、高校生以下無料

「遺跡のナゾときにトライ!」
子ども向け体験 申込不要・無料

縄文土器や古墳の副葬品・石棺のパズルなどを通して、
縄文時代から古墳時代を体感します。（所要時間20分）
縄文土器や古墳の副葬品・石棺のパズルなどを通して、
縄文時代から古墳時代を体感します。（所要時間20分）

9：00～17：00特別展期間中毎日

「自分だけの
  カラフル土偶をつくろう」

申込不要・無料

スソアキコさん（イラストレーター）デザインの土偶に色を
つけてマグネット・ブローチを制作します。（所要時間20分）
スソアキコさん（イラストレーター）デザインの土偶に色を
つけてマグネット・ブローチを制作します。（所要時間20分）

10：00～16：00
定員：各100名（先着順）8.5［日］ 12［日］ 19［日］

申込不要・要観覧料

①10：00～12：00
②14：00～16：00

御朱印帳をつくってみよう 対象：小学校4～6年生とその保護者
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［火］必着

要申込

要申込

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

8.17［金］ 

※応募者多数の場合は抽選

定員：各5組
参加費：500円

8.12［日］

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2018 ～
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」!!

このマークが
   対象事業です

御朱印帳（スタンプラリー台帳）は対象各施設にあります。
8.11［土・祝］ 12［日］

夏休み親子体験講座

「日本舞踊・箏・尺八を
　体験しよう!」

13：00～15：008.4［土］

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。
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
       （日本舞踊は未就学児も可）
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
       FAX（076-225-1496）又はメール
       （bunkanomori@pref.ishikawa.lg.jp）
締切：7/6［金］

無料

夏休み親子舞踊・邦楽体験イベント

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

手作りの御朱印帳を

持って、県内の神社や

お寺をまわってみよう。

手作りの御朱印帳を

持って、県内の神社や

お寺をまわってみよう。

手作りの御朱印帳を

持って、県内の神社や

お寺をまわってみよう。

手作りの御朱印帳を

持って、県内の神社や

お寺をまわってみよう。

撮影：亀田邦平

ひゃくまん こ    ぶ   うり

能「百萬」、狂言「昆布売」8.11［土・祝］
ふじ ひ  くず

あ   こぎ

能「藤」、狂言「簸屑」、

仕舞「阿漕」
8.18［土］

8.4［土］

まるで動物園に来たようなドキドキ・スリリング
感が味わえるワークショップ！ 動物に扮した約
20組の伝統工芸士等と工芸体験を行います。（所要時間30分～1時間）

（所要時間15～30分）

8.10［金］ 11［土・祝］ 

8.10［金］

要申込・無料

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。
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

「レッツ! マリオッティ
 ～手あそび動物園～」

13：30～16：00

定員：15組
参加費：300円
対象：小学生とその保護者

8.10［金］ 要申込

8.8［水］
9：30～15：30
定員：5組

自分の手を

動物の形に見立て、

色も塗って作品に

します。自分の手を

動物に変身させよう。

自分の手を

動物の形に見立て、

色も塗って作品に

します。自分の手を

動物に変身させよう。

自分の手を

動物の形に見立て、

色も塗って作品に

します。自分の手を

動物に変身させよう。

自分の手を

動物の形に見立て、

色も塗って作品に

します。自分の手を

動物に変身させよう。

申込：往復はがきにイベント名・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2-1 石川県立美術館普及課まで　締切：7/27［金］必着　

※応募者多数の場合は抽選

楽しく学べる動物園がやってくる！

動物に関するお話を聞いた後、

動物のスケッチを楽しみます。

楽しく学べる動物園がやってくる！

動物に関するお話を聞いた後、

動物のスケッチを楽しみます。

楽しく学べる動物園がやってくる！

動物に関するお話を聞いた後、

動物のスケッチを楽しみます。

楽しく学べる動物園がやってくる！

動物に関するお話を聞いた後、

動物のスケッチを楽しみます。

「蒲団」（橘 外男・作）

朗読：茶谷 幸也氏（フリー）

解説：東 雅夫氏（文芸評論家）

18：30～20：00
定員：40名（15歳以上・先着順）

増上寺炎上という歴史的事実を背景に、一組の
蒲団にまつわる妖しく悲惨な怪談を朗読します。

申込不要・無料

TEL 076-262-2020石川県立伝統産業工芸館

朗読会

8.11［土・祝］

「山中漆器のお盆に絵を描こう」
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イベント申込フォーム

①13：00～14：00 ②14：00～15：00　定員：各15名（先着順）　料金：1,500円
8.19［日］

要申込

いしかわの工芸文化魅力発信・向上プログラム

7～10月の［金］・［土］は開館延長（17：00～21：00）、全館無料

ふ　　とん

※詳しくは 石川県立伝統産業工芸館 検索

※詳しくは しいのき迎賓館 検索

スマホ用

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）

15：30～16：10（受付15：00～）
定員：各20名（先着順）

要申込・無料

能楽体験
8.4［土］ 11［土・祝］
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