
お問い合わせ

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（石川県文化振興課内）
☎076-225-1371（平日9:00～17:00）　http://kenrokuen-bunkanomori.com/ 検索兼六園周辺文化の森

相互割引をご利用ください !

主催展覧会の半券を提示すると、
　　　　　　割引料金でご利用できます。
対象施設 ： 国立工芸館、県立美術館、県立歴史博物館、
　　　　　いしかわ生活工芸ミュージアム、
　　　　　金沢 21世紀美術館、中村記念美術館、
　　　　　金沢ふるさと偉人館（計 7施設）

相互
割引
相互
割引

4.3［日］

6.4［土］

8［日］

16［土］

29［金・祝］

無料・申込不要無料・申込不要

有料・申込不要有料・申込不要

有料・要電話申込有料・要電話申込

無料・申込不要無料・申込不要

無料・申込不要無料・申込不要

有料・要電話申込有料・要電話申込

有料・要電話申込有料・要電話申込

無料・要WEB申込無料・要WEB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・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・申込不要

いしかわ子ども文化体験チャレンジスクール

2022.4.1［金］～2023.3.31［金］
～2022年度 進め! 出世街道～ このマークが

対象事業です

小中学生対象。兼六園周辺文化の森を中心に実施される、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」!!

御朱印帳（スタンプラリー台帳）は
各対象施設にあります。

くわしくは、
HPをチェック▼

お茶席で使う「菊桜」の練香づくり
10：00～12：00　14：00～16：00
いしかわ生活工芸ミュージアム　☎076-262-2020

5.4［水・祝］
5.5［木・祝］

しいのき子どもパーク
10：00～17：00
しいのき迎賓館　☎076-261-1111

「師弟の共演」展みどころガイド
13：30～14：00
県立美術館　☎076-231-7580

5.14［土］

21［土］

27［金］

土曜講座「系譜でみる近代日本画」
13：30～15：00（土曜講座は5/21にも開催  詳細は美術館HP）
県立美術館　☎076-231-7580

いしかわ歴史講座
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

無料・要電話申込無料・要電話申込井上靖顕彰朗読会「夏草冬濤」（抄）
14：00～15：00
石川近代文学館（石川四高記念文化交流館）　☎076-262-5464

れきはくゼミナール
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

しいのきマルシェ
しいのき迎賓館　☎076-261-1111

18［土］ れきはくゼミナール
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

24［金］ いしかわ歴史講座
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

加賀本多博物館 ギャラリートーク
14：00～14：30
加賀本多博物館　☎076-261-0500

17［日］ 講演会「加賀本多家の叙爵」
13：30～15：00
加賀本多博物館　☎076-261-0500

竹細工で茶杓作り
9：30～12：30 　13：30～16：30
いしかわ生活工芸ミュージアム　☎076-262-2020

ピカ☆ボコバッジに挑戦
14:00～15:30
国立工芸館

無料・要電話申込無料・要電話申込19［日］ 朗読会「どんぐり」（寺田寅彦作）
14：00～15：00
石川近代文学館（石川四高記念文化交流館）　☎076-262-5464

■金沢城・兼六園四季物語
　（ライトアップ）
春の段：4月28日（木）～5月8日（日）（予定）
初夏の段：6月3日（金）～5日（日）（予定）
日程等詳細は県観光HP「ほっと石川旅
ねっと」でご確認ください。
石川の四季観光キャンペーン実行委員会
（県観光企画課内）　☎076-225-1542

■金沢城　重要文化財の特別公開
4月：毎週土日および1日（金）～8日（金）、29日（金・祝）
5月：毎週土日および2日（月）～6日（金）
6月：毎週土日および3日（金）
内部には「城と庭のボランティアガイド」が常駐しています。
金沢城・兼六園管理事務所　☎076-234-3800　

加賀百万石回遊ルート～江戸から令和まで堪能する、贅沢なまちあるき～

加賀百万石回遊ルート SAMURAI PASSPORT
サ ム ラ イ        パ ス ポ ート

「加賀百万石回遊ルート」にある対象の文化施設
12施設に1000円で2日間何度でも入場可能。
さらにルート周辺商店街の一部店舗では、
パスポートの提示で「一品サービス」や
「グッズプレゼント」などの特典を提供しています。
お問い合わせ ： SAMURAI PASSPORT事務局 ☎076-266-4401

※金沢城公園は毎日ライトアップしています。

▲
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●尾山神社
10：00～21：00（年中無休）
☎076-254-5020

金沢中央観光案内所

旧県庁舎をリニューアル。兼六園
周辺総合案内所で情報収集を♪
9：00～22：00(年末年始休館）
☎076-261-1111

しいのき迎賓館

●鼠多門
　鼠多門橋

加賀百万石回遊ルート

国立工芸館、県立美術館、県
立能楽堂、いしかわ赤レンガ
ミュージアム、いしかわ生活
工芸ミュージアムにお越し
の方は無料で利用できます。

文化施設共用駐車場

歴史の小径
美術の小径

尾山神社前

桂坂口

桜ヶ岡口

小立野口

兼六園口（東口）より
  ・３番、７番乗り場発着バス、
　もしくは  城下まち金沢周遊バス  乗車
　「広坂・２１世紀美術館」 下車
  ・６番乗り場発着バス（柳橋行きを除く） 乗車　
　「兼六園下・金沢城」もしくは「出羽町」 下車

　金沢駅より　約10分

金沢駅から兼六園周辺へのアクセスは、

タクシーで

バスで

旧四高の校舎を利用し、四高生のくらしや石川県
ゆかりの文学などについて展示。昔の教室を模し
た部屋もあり、建物全体がフォトジェニック！

☎076-262-5464

タイムスリップしたような
レトロな雰囲気も魅力

石川四高記念文化交流館
みどころ! 金沢駅
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広域マップ

36業種ある石川県の伝統的工芸品
をすべて展示。ユニークな工芸品がそ
ろうミュージアムショップも必見です。

☎076-262-2020

石川県の伝統的工芸品が集結！
いしかわ生活工芸ミュージアム
みどころ!

祭礼体感シアターなど、石川の歴史
と文化を楽しく体感できる展示が
いっぱいです。

☎076-262-3236

石川の歴史と文化を体感しよう！

石川県立歴史博物館

江戸時代の加賀藩重臣本多家に伝
わる刀や甲冑など、実際に武士が
使った品々は必見です。

☎076-261-0500

本物の武士の姿を知ろう！

加賀本多博物館
みどころ! いしかわ赤レンガミュージアム

Webで公演の有無をチェック！
公演がない日は能舞台見学のチャンス（無料）！

☎076-264-2598

世界最古の舞台芸術
「能楽」に触れよう！

石川県立能楽堂
みどころ!

石川県にゆかりのある作品が豊富に揃う。特に
国宝「色絵雉香炉」は見逃せない！

☎076-231-7580

石川ゆかりの
美術工芸作品が揃う

石川県立美術館

修復作業を常時見学できるスペースがあるのは日
本でここだけ！ 技術者の技を間近に目にしよう！

☎076-221-8810

修復技術者の技が光る！

石川県文化財保存修復工房・
石川県立美術館広坂別館

みどころ!

●玉泉院丸庭園

2020年に東京より移転した日本海側初の国立
美術館。明治期に建てられた国登録有形文化財
の旧陸軍施設を移築し、過去に撤去された部分
や外観の色などを復元して活用しています。

☎050-5541-8600（ハローダイヤル）　　

国内外の近現代工芸コレクションが充実！

国立工芸館
みどころ!

兼六園下・金沢城

時刻表・停留所等
詳細はこちら▼

城下まち金沢
周遊バス

一般
路線バス

2022. 4.1［金］-6.30［木］

春
編

文化の森のミュージアムを巡ろう！

国立工芸館、県立美術館、金沢21世紀美術館など
兼六園周辺の18の文化施設を掲載

掲載されている展覧会やイベント、並びに施設については、急遽、中止や延期、休館等の対応をさせていただく
場合がありますので、お出かけの際は、事前に各施設のホームページなどで最新の情報をご確認ください。

お問い合わせ

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（石川県文化振興課内）
☎076-225-1371（平日9:00～17:00）　後援：（公社）石川県観光連盟



EXHIBITIONPICK UP! EVENT

未来へつなぐ陶芸 
 　　―伝統工芸のチカラ展

戦後の日本の伝統陶芸の歴史的展開と
未来への展望を137作家139点の作品で紹介！

 4.5［火］～6.19［日］

日本工芸会陶芸部会の活動が2022年に50周年を迎えたのを記念して、伝統陶
芸の活動の歩みと多彩な展開を紹介する展覧会です。歴代の人間国宝の名品を
はじめ、草創期に勢力を二分した日展や伝統の世界に刺激を与え続けている陶
芸部会以外の陶芸家の作品、新進作家らの最新作まで、137名の139点で紹介
します。

師弟の関係性に注目する企画展。石川の美術を担ってきた作家たち、そしてかれ
らを育てた巨匠たちの共演が見られるこれまでにない機会となります。「師弟」を
キーワードに、石川の美術の一側面をのぞいてみてください。

▼休館日、観覧料、内容など、お問い合わせは各施設へ

4月9日（土） 14：00～15：00
オンラインギャラリートーク「伝統陶芸のチカラを味わう」
※要申込。詳細は国立工芸館公式ウェブサイトに掲載
5月8日（日） 15：00～17：00
全国・いしかわの工芸講演会「伝統陶芸の未来」（EVENTページ参照）

関連
イベント

展示解説
スライドを利用して、特別展のみどころをお話しします。
申込不要（当日先着順）／特別展チケットまたは半券が必要
日時：5月14日（土）・6月11日（土） 13:30～14:30（開場は13:00） 
講師：5月14日／小浦　宗五郎 氏（公益財団法人 日本美術刀剣保存協会会員）
　　  6月11日／北　春千代（当館学芸主幹）
会場：当館ワークショップルーム
定員：各回40名 ※当日12:00から整理券を配布します

関連
イベント

５月１日（日） ①10:00～11：40 ②14：00～15：40
映画上映会「ディリリとパリの時間旅行」〔吹替版・94分〕 
※要申込。詳細は美術館公式ウェブサイトに掲載
５月14日（土） 土曜講座「系譜でみる近代日本画」 
５月21日（土） 土曜講座「系譜でみる洋画～石川ゆかりの作家たち～」
いずれも13:30～15:00

関連
イベント

松井康成 《練上嘯裂文大壺》
1979年 茨城県陶芸美術館蔵

隠﨑隆一《備前広口花器》
2012年 東京国立近代美術館蔵

アンリ・マティス《襟巻の女》
1936年 ポーラ美術館蔵 

硲伊之助《室より（南仏のバルコン）》
1935年 硲伊之助美術館蔵

短刀 4代兼若
享保2年(1717)

個人蔵 ©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ《世界の終わり》2012
　金沢21世紀美術館蔵　©MOON Kyungwon and JEON Joonho

石川県立美術館　☎076-231-7580
「金沢美大とその周辺」など
4月24日（日）～5月22日（日）
「加賀の工芸」など
5月28日（土）～6月19日（日）

いしかわ生活工芸ミュージアム　☎076-262-2020
工芸にふれる　お茶時間
3月18日（金）～5月16日（月）
きもちとかたち／竹のある暮らし
5月20日（金）～7月18日（月・祝）

しいのき迎賓館　☎076-261-1111
さよなら いちまんさんⅤ
4月2日（土）～4月10日（日）
「荒木飛呂彦原画展　JOJO　冒険の波紋」物販会場
4月30日（土）～5月28日（土）

金沢21世紀美術館　☎076-220-2800
甲冑の解剖術―意匠とエンジニアリングの美学
5月3日（火・祝）～ 7月10日（日）
「ひとがた」をめぐる造形
7月23日（土）～9月11日（日）

金沢能楽美術館　☎076-220-2790
企画展「能楽FOUR SEASONS－春・夏編－」 
3月19日（土）～8月31日（水）

中村記念美術館　☎076-221-0751
企画展「お茶とお香の小さな道具の世界」 
3月8日（火）～6月12日（日）
企画展
「ひとびとの姿   ～一挙公開！紺谷光俊《竹取物語絵巻》～」（仮）
6月18日（土）～9月25日（日）

鈴木大拙館　☎076-221-8011
企画展「大拙の姿貌Ⅱ」
2月16日（水）～4月24日（日）

金沢くらしの博物館　☎076-222-5740
企画展「端午の節句展～時代を表す武将たち～」
4月16日（土）～6月5日（日）
企画展「金沢の郷土玩具（仮）」
6月11日（土）～8月28日（日）

前田土佐守家資料館　☎076-233-1561
企画展「前田土佐守家当主　京へ行く」 
1月16（日）～4月17日（日）
企画展「前田土佐守家を支えた古文書と伝来品」
4月23日（土）～7月3日（日）

全国・いしかわの工芸講演会
無料・要申込無料・要申込

前田 昭博 氏

今泉 今右衛門 氏

国立工芸館 ☎050-5541-8600（ハローダイヤル）観覧料：900円(一般) ほか

国立工芸館

☎076-262-5464

石川近代文学館
（石川四高記念文化交流館）

植物が登場する石川県ゆかりの作家の
文学作品を、自筆資料や初版本などと
ともにご紹介します。後編となる本展で
は、夏から秋にかけて盛りを迎える植物
を中心に取り上げます。
観覧料：370円（一般） ほか

言の葉の緑と花
―文学と植物〈後編・夏から秋へ〉

4.23［土］～6.26［日］
つゆくさの青、紅葉の赤……
色とりどりの言葉たち

本多家当主は代々、従五位下の官位と安房守な
どの官職を拝領しています。この陪臣叙爵など
加賀本多家当主の先例が確立されたのが、本多
政敏の時期でした。詩歌や書画にも秀でた政敏
関連史料を中心に紹介します。　
観覧料：400円（一般）ほか

春季特別展

 「加賀八家」本多家の確立
―加賀本多家３代 本多政敏―

3.11［金］～6.7［火］

いしかわ生活工芸ミュージアム
☎076-262-2020

鈴木大拙館
☎076-221-8011

「加賀八家」加賀本多家の
叙爵と文化を紹介

「大拙と語る」シリーズは、大拙の足跡や考えを体
感できる「いまに生きるもの」を取り上げ、大拙を身
近に感じることができる視点から構成。 ○△□が
描かれた「色不異空」などを展示します。
観覧料：310円（一般） ほか

2022 大拙と語る

4.28［木］～9.4［日］
金沢が生んだ
世界的な仏教哲学者・鈴木大拙

「野鳥の父」中西悟堂が戦後の混乱の中で刊行
を断念した『原色野鳥ガイド』。悟堂が小林重三
に依頼した原画を初公開し、その世界観を展示
空間に再構築する。 
観覧料：310円（一般） ほか

企画展

「中西悟堂
  まぼろしの野鳥図鑑」

4.23［土］～8.28［日］
稀代の鳥類画家・小林重三の
未公開彩色原画200点以上を展示

自然の中にある草花や、それらをモチーフに
したものを工芸で彩ます。陶磁器やガラス、
金属工芸など様々な分野で活躍中の若い作
家たちの個性にあふれる作品をお楽しみく
ださい。
観覧料：1F 無料

Botanical Gardens

3.18［金］～5.16［月］
春の庭から素敵な工芸品をお届け

小林重三の野鳥原画（個人蔵）

泉鏡花自筆色紙
「撫子のなほ其のうへに紅さして」（部分）

本多政敏肖像画

思索空間と水鏡の庭

藤田和 作

兼六園周辺文化の森は、明治・大正の建物が並ぶ、街歩きに絶好のエリアです。
このエリアを代表する5つのレトロ建築の見どころを、ボランティアガイドがそれ
ぞれ個別に解説する「レトロ建築見学会」を開催します。
定員：各回・各施設10名（先着順）
料金：無料（いしかわ赤レンガミュージアムのみ2館共通観覧券要）
申込：兼六園周辺文化の森ＨＰよりWEB申込
※右の二次元コードからもお申込みいただけます。
※お電話での申込みは受け付けておりません。ご了承願います。
※雨天開催します。建物の外でも解説がありますので、雨具は各自でご用意ください。

能楽堂本館の舞台・楽屋などの見学のほか、舞台での
能楽体験ができます。 
対象：小学生～大人　定員:10名（先着順） 
電話もしくはメールによる申込
メール（noh@pref.ishikawa.lg.jp)
※メールの場合は、メールアドレスを記載してください。
会場：

毎週日曜日開催
※日時等詳細は兼六園周辺文化の森HPからご確認ください。

無料・要申込無料・要申込

無料無料

国立工芸館（旧陸軍第九師団司令部庁舎・金沢偕行社）

いしかわ赤レンガミュージアム（旧金澤陸軍兵器支廠兵器庫） 石川四高記念文化交流館（旧第四高等中学校本館）

…国指定重要文化財重文 …国登録有形文化財登録

登録

ししょう

しいのき迎賓館（旧石川県庁舎本館）県立美術館広坂別館（旧陸軍第九師団長官舎）

重文 重文

登録 登録

他にもいっぱい！
主な展覧会・展示

師弟の共演
　　―石川ゆかりの作家と巨匠たち―

石川の美術をつくってきた人 に々出会う

4.24［日］～5.22［日］

☎076-231-7580県立美術館観覧料：1,000円(一般) ほか

県立美術館

大加州刀展

再開を願う多くの声に応え、
出品資料をさらに充実させて開催！

4.28［木］～6.26［日］
「加州刀」とは、加賀国で
打たれた刀剣の総称です。
代表的な刀工には、南北
朝時代の真景や、室町時
代から江戸時代に活躍し
た清光、江戸時代に加州
刀の人気を高めた兼若が
挙げられます。本展では約
100振の刀剣に加え、刀装
具、刀剣や武術に関する
文献資料を紹介し、五百
年以上続いた加州刀の歴
史と魅力に迫ります。

☎076-262-3236観覧料：1,000円(一般) ほか

県立歴史博物館

県立歴史博物館

ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ

現代韓国を代表する
ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホによる

国内初の大規模個展

5.3［火・祝］～9.4［日］

2つの新作映像インスタレーションをはじめとして、アポカリプス前後の異なる時
間軸とその接続を精緻に描き出した代表作《世界の終わり》や金石地区（金沢市）
での滞在制作の成果など、彼女たちの活動を多面的に紹介します。

☎076-220-2800観覧料：1,200円（一般） ほか

金沢21世紀美術館

金沢21世紀美術館

☎076-261-0500
加賀本多博物館

金沢ふるさと偉人館
☎076-220-2474

5.1 ［日］  10：00～16：00

5.8［日］  15:00～17:00（開場14：30）

4.30［土］  10：00～11：30

ミュージアムコンサート
6.5［日］  13:30～14:00（開場13:00）

お問い合わせ：☎076-225-1371（県文化振興課内※平日9：00～17：00)
（WEB申込は「兼六園周辺文化の森」HPから）

お申込み・お問い合わせ：☎076-225-1371（県文化振興課内※平日9：00～17：00)
（WEB申込は「兼六園周辺文化の森」HPから）

お申込み・お問い合わせ：☎076-264-2598（県立能楽堂)

能楽堂探検ツアー

レトロ建築見学会

「OEK presents ヴァイオリン二重奏」
出演者：原田 智子（第１ヴァイオリン）、
　　　  江原 千絵（第２ヴァイオリン） 
定員：40名
　　（抽選・要WEB申込・5/20（金）締切）
会場：

無料・要申込無料・要申込

百万石まちなかめぐり さくら 2022
4.2［土］ 3［日］  10：00～17：00

お問い合わせ：☎076-224-4141（百万石まちなかめぐり実行委員会事務局（ケィ・シィ・エス内））

無料無料

いしかわ四高記念公園しいのき緑地 本多の森公園

「さくら」をキーワードに、石川県在住の作家、個人商店などが、地元で作られた作
品や食品の販売を行う「乙女の金沢 春うらら市」や、春の食材を味わえる「さくら
カフェ」などを行う。
会場：　  　　　　　、　　　　　　　　　　  、

『刀剣乱舞－ONLINE－』
とのコラボ決定！

刀
剣
男
士  

加
州
清
光

すがた

県立歴史博物館

吹奏楽の祭典 

風と緑の調べ

県立美術館

お問い合わせ：☎076-232-8113
　　　　　　（いしかわ・金沢　風と緑の楽都音楽祭実行委員会事務局）

お問い合わせ：☎076-225-1371（県文化振興課内※平日9：00～17：00)
（WEB申込は「兼六園周辺文化の森」HPから）

出演者：多田 由実子（フルート）、池田 洋子（チェロ）、上田 智子（ハープ）
定員：40名（抽選・要WEB申込・4/20（水）締切）
会場：

無料・要申込無料・要申込

国立工芸館

5.4［水・祝］  13:30～14:10（開場13：00）

in 兼六園周辺文化の森

原田 智子（Vn１） 江原 千絵（Vn２）

池田 洋子（Vc）多田 由実子（Fl） 上田 智子（Hp）

特別対談「伝統陶芸の未来」 
講師：前田 昭博 氏（重要無形文化財「白磁」保持者）

　　  十四代 今泉 今右衛門 氏
　　 （重要無形文化財「色絵磁器」保持者）

聞き手：唐澤 昌宏（国立工芸館長）
会場：
定員：190名（先着順）

1954年鳥取県生まれ。1999年日本伝統工芸展にて「朝日新聞社賞」、
2003年「第50回展記念賞」。2013年重要無形文化財「白磁」保持者認
定。2019年度日本陶磁協会賞金賞。現在、日本工芸会理事・陶芸部会長
を務める。

1962年佐賀県生まれ｡1998年第45回日本伝統工芸展にて｢日本工芸
会会長賞｣｡2002年十四代今泉今右衛門襲名｡2014年重要無形文化財
｢色絵磁器｣の保持者認定｡現在､日本陶芸美術協会会長･日本工芸会副
理事長を務める｡

県立能楽堂 2019年の体験風景

県内外の選ばれた高校・大学・団体などの有名吹奏楽
団が集結して、華やかでダイナミックな音楽を奏でる。
会場：
定員：なし

しいのき迎賓館

無料・申込不要無料・申込不要



EXHIBITIONPICK UP! EVENT

未来へつなぐ陶芸 
 　　―伝統工芸のチカラ展

戦後の日本の伝統陶芸の歴史的展開と
未来への展望を137作家139点の作品で紹介！

 4.5［火］～6.19［日］

日本工芸会陶芸部会の活動が2022年に50周年を迎えたのを記念して、伝統陶
芸の活動の歩みと多彩な展開を紹介する展覧会です。歴代の人間国宝の名品を
はじめ、草創期に勢力を二分した日展や伝統の世界に刺激を与え続けている陶
芸部会以外の陶芸家の作品、新進作家らの最新作まで、137名の139点で紹介
します。

師弟の関係性に注目する企画展。石川の美術を担ってきた作家たち、そしてかれ
らを育てた巨匠たちの共演が見られるこれまでにない機会となります。「師弟」を
キーワードに、石川の美術の一側面をのぞいてみてください。

▼休館日、観覧料、内容など、お問い合わせは各施設へ

4月9日（土） 14：00～15：00
オンラインギャラリートーク「伝統陶芸のチカラを味わう」
※要申込。詳細は国立工芸館公式ウェブサイトに掲載
5月8日（日） 15：00～17：00
全国・いしかわの工芸講演会「伝統陶芸の未来」（EVENTページ参照）

関連
イベント

展示解説
スライドを利用して、特別展のみどころをお話しします。
申込不要（当日先着順）／特別展チケットまたは半券が必要
日時：5月14日（土）・6月11日（土） 13:30～14:30（開場は13:00） 
講師：5月14日／小浦　宗五郎 氏（公益財団法人 日本美術刀剣保存協会会員）
　　  6月11日／北　春千代（当館学芸主幹）
会場：当館ワークショップルーム
定員：各回40名 ※当日12:00から整理券を配布します

関連
イベント

５月１日（日） ①10:00～11：40 ②14：00～15：40
映画上映会「ディリリとパリの時間旅行」〔吹替版・94分〕 
※要申込。詳細は美術館公式ウェブサイトに掲載
５月14日（土） 土曜講座「系譜でみる近代日本画」 
５月21日（土） 土曜講座「系譜でみる洋画～石川ゆかりの作家たち～」
いずれも13:30～15:00

関連
イベント

松井康成 《練上嘯裂文大壺》
1979年 茨城県陶芸美術館蔵

隠﨑隆一《備前広口花器》
2012年 東京国立近代美術館蔵

アンリ・マティス《襟巻の女》
1936年 ポーラ美術館蔵 

硲伊之助《室より（南仏のバルコン）》
1935年 硲伊之助美術館蔵

短刀 4代兼若
享保2年(1717)

個人蔵 ©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ《世界の終わり》2012
　金沢21世紀美術館蔵　©MOON Kyungwon and JEON Joonho

石川県立美術館　☎076-231-7580
「金沢美大とその周辺」など
4月24日（日）～5月22日（日）
「加賀の工芸」など
5月28日（土）～6月19日（日）

いしかわ生活工芸ミュージアム　☎076-262-2020
工芸にふれる　お茶時間
3月18日（金）～5月16日（月）
きもちとかたち／竹のある暮らし
5月20日（金）～7月18日（月・祝）

しいのき迎賓館　☎076-261-1111
さよなら いちまんさんⅤ
4月2日（土）～4月10日（日）
「荒木飛呂彦原画展　JOJO　冒険の波紋」物販会場
4月30日（土）～5月28日（土）

金沢21世紀美術館　☎076-220-2800
甲冑の解剖術―意匠とエンジニアリングの美学
5月3日（火・祝）～ 7月10日（日）
「ひとがた」をめぐる造形
7月23日（土）～9月11日（日）

金沢能楽美術館　☎076-220-2790
企画展「能楽FOUR SEASONS－春・夏編－」 
3月19日（土）～8月31日（水）

中村記念美術館　☎076-221-0751
企画展「お茶とお香の小さな道具の世界」 
3月8日（火）～6月12日（日）
企画展
「ひとびとの姿   ～一挙公開！紺谷光俊《竹取物語絵巻》～」（仮）
6月18日（土）～9月25日（日）

鈴木大拙館　☎076-221-8011
企画展「大拙の姿貌Ⅱ」
2月16日（水）～4月24日（日）

金沢くらしの博物館　☎076-222-5740
企画展「端午の節句展～時代を表す武将たち～」
4月16日（土）～6月5日（日）
企画展「金沢の郷土玩具（仮）」
6月11日（土）～8月28日（日）

前田土佐守家資料館　☎076-233-1561
企画展「前田土佐守家当主　京へ行く」 
1月16（日）～4月17日（日）
企画展「前田土佐守家を支えた古文書と伝来品」
4月23日（土）～7月3日（日）

全国・いしかわの工芸講演会
無料・要申込無料・要申込

前田 昭博 氏

今泉 今右衛門 氏

国立工芸館 ☎050-5541-8600（ハローダイヤル）観覧料：900円(一般) ほか

国立工芸館

☎076-262-5464

石川近代文学館
（石川四高記念文化交流館）

植物が登場する石川県ゆかりの作家の
文学作品を、自筆資料や初版本などと
ともにご紹介します。後編となる本展で
は、夏から秋にかけて盛りを迎える植物
を中心に取り上げます。
観覧料：370円（一般） ほか

言の葉の緑と花
―文学と植物〈後編・夏から秋へ〉

4.23［土］～6.26［日］
つゆくさの青、紅葉の赤……
色とりどりの言葉たち

本多家当主は代々、従五位下の官位と安房守な
どの官職を拝領しています。この陪臣叙爵など
加賀本多家当主の先例が確立されたのが、本多
政敏の時期でした。詩歌や書画にも秀でた政敏
関連史料を中心に紹介します。　
観覧料：400円（一般）ほか

春季特別展

 「加賀八家」本多家の確立
―加賀本多家３代 本多政敏―

3.11［金］～6.7［火］

いしかわ生活工芸ミュージアム
☎076-262-2020

鈴木大拙館
☎076-221-8011

「加賀八家」加賀本多家の
叙爵と文化を紹介

「大拙と語る」シリーズは、大拙の足跡や考えを体
感できる「いまに生きるもの」を取り上げ、大拙を身
近に感じることができる視点から構成。 ○△□が
描かれた「色不異空」などを展示します。
観覧料：310円（一般） ほか

2022 大拙と語る

4.28［木］～9.4［日］
金沢が生んだ
世界的な仏教哲学者・鈴木大拙

「野鳥の父」中西悟堂が戦後の混乱の中で刊行
を断念した『原色野鳥ガイド』。悟堂が小林重三
に依頼した原画を初公開し、その世界観を展示
空間に再構築する。 
観覧料：310円（一般） ほか

企画展

「中西悟堂
  まぼろしの野鳥図鑑」

4.23［土］～8.28［日］
稀代の鳥類画家・小林重三の
未公開彩色原画200点以上を展示

自然の中にある草花や、それらをモチーフに
したものを工芸で彩ます。陶磁器やガラス、
金属工芸など様々な分野で活躍中の若い作
家たちの個性にあふれる作品をお楽しみく
ださい。
観覧料：1F 無料

Botanical Gardens

3.18［金］～5.16［月］
春の庭から素敵な工芸品をお届け

小林重三の野鳥原画（個人蔵）

泉鏡花自筆色紙
「撫子のなほ其のうへに紅さして」（部分）

本多政敏肖像画

思索空間と水鏡の庭

藤田和 作

兼六園周辺文化の森は、明治・大正の建物が並ぶ、街歩きに絶好のエリアです。
このエリアを代表する5つのレトロ建築の見どころを、ボランティアガイドがそれ
ぞれ個別に解説する「レトロ建築見学会」を開催します。
定員：各回・各施設10名（先着順）
料金：無料（いしかわ赤レンガミュージアムのみ2館共通観覧券要）
申込：兼六園周辺文化の森ＨＰよりWEB申込
※右の二次元コードからもお申込みいただけます。
※お電話での申込みは受け付けておりません。ご了承願います。
※雨天開催します。建物の外でも解説がありますので、雨具は各自でご用意ください。

能楽堂本館の舞台・楽屋などの見学のほか、舞台での
能楽体験ができます。 
対象：小学生～大人　定員:10名（先着順） 
電話もしくはメールによる申込
メール（noh@pref.ishikawa.lg.jp)
※メールの場合は、メールアドレスを記載してください。
会場：

毎週日曜日開催
※日時等詳細は兼六園周辺文化の森HPからご確認ください。

無料・要申込無料・要申込

無料無料

国立工芸館（旧陸軍第九師団司令部庁舎・金沢偕行社）

いしかわ赤レンガミュージアム（旧金澤陸軍兵器支廠兵器庫） 石川四高記念文化交流館（旧第四高等中学校本館）

…国指定重要文化財重文 …国登録有形文化財登録

登録

ししょう

しいのき迎賓館（旧石川県庁舎本館）県立美術館広坂別館（旧陸軍第九師団長官舎）

重文 重文

登録 登録

他にもいっぱい！
主な展覧会・展示

師弟の共演
　　―石川ゆかりの作家と巨匠たち―

石川の美術をつくってきた人 に々出会う

4.24［日］～5.22［日］

☎076-231-7580県立美術館観覧料：1,000円(一般) ほか

県立美術館

大加州刀展

再開を願う多くの声に応え、
出品資料をさらに充実させて開催！

4.28［木］～6.26［日］
「加州刀」とは、加賀国で
打たれた刀剣の総称です。
代表的な刀工には、南北
朝時代の真景や、室町時
代から江戸時代に活躍し
た清光、江戸時代に加州
刀の人気を高めた兼若が
挙げられます。本展では約
100振の刀剣に加え、刀装
具、刀剣や武術に関する
文献資料を紹介し、五百
年以上続いた加州刀の歴
史と魅力に迫ります。

☎076-262-3236観覧料：1,000円(一般) ほか

県立歴史博物館

県立歴史博物館

ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ

現代韓国を代表する
ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホによる

国内初の大規模個展

5.3［火・祝］～9.4［日］

2つの新作映像インスタレーションをはじめとして、アポカリプス前後の異なる時
間軸とその接続を精緻に描き出した代表作《世界の終わり》や金石地区（金沢市）
での滞在制作の成果など、彼女たちの活動を多面的に紹介します。

☎076-220-2800観覧料：1,200円（一般） ほか

金沢21世紀美術館

金沢21世紀美術館

☎076-261-0500
加賀本多博物館

金沢ふるさと偉人館
☎076-220-2474

5.1 ［日］  10：00～16：00

5.8［日］  15:00～17:00（開場14：30）

4.30［土］  10：00～11：30

ミュージアムコンサート
6.5［日］  13:30～14:00（開場13:00）

お問い合わせ：☎076-225-1371（県文化振興課内※平日9：00～17：00)
（WEB申込は「兼六園周辺文化の森」HPから）

お申込み・お問い合わせ：☎076-225-1371（県文化振興課内※平日9：00～17：00)
（WEB申込は「兼六園周辺文化の森」HPから）

お申込み・お問い合わせ：☎076-264-2598（県立能楽堂)

能楽堂探検ツアー

レトロ建築見学会

「OEK presents ヴァイオリン二重奏」
出演者：原田 智子（第１ヴァイオリン）、
　　　  江原 千絵（第２ヴァイオリン） 
定員：40名
　　（抽選・要WEB申込・5/20（金）締切）
会場：

無料・要申込無料・要申込

百万石まちなかめぐり さくら 2022
4.2［土］ 3［日］  10：00～17：00

お問い合わせ：☎076-224-4141（百万石まちなかめぐり実行委員会事務局（ケィ・シィ・エス内））

無料無料

いしかわ四高記念公園しいのき緑地 本多の森公園

「さくら」をキーワードに、石川県在住の作家、個人商店などが、地元で作られた作
品や食品の販売を行う「乙女の金沢 春うらら市」や、春の食材を味わえる「さくら
カフェ」などを行う。
会場：　  　　　　　、　　　　　　　　　　  、

『刀剣乱舞－ONLINE－』
とのコラボ決定！

刀
剣
男
士  

加
州
清
光

すがた

県立歴史博物館

吹奏楽の祭典 

風と緑の調べ

県立美術館

お問い合わせ：☎076-232-8113
　　　　　　（いしかわ・金沢　風と緑の楽都音楽祭実行委員会事務局）

お問い合わせ：☎076-225-1371（県文化振興課内※平日9：00～17：00)
（WEB申込は「兼六園周辺文化の森」HPから）

出演者：多田 由実子（フルート）、池田 洋子（チェロ）、上田 智子（ハープ）
定員：40名（抽選・要WEB申込・4/20（水）締切）
会場：

無料・要申込無料・要申込

国立工芸館

5.4［水・祝］  13:30～14:10（開場13：00）

in 兼六園周辺文化の森

原田 智子（Vn１） 江原 千絵（Vn２）

池田 洋子（Vc）多田 由実子（Fl） 上田 智子（Hp）

特別対談「伝統陶芸の未来」 
講師：前田 昭博 氏（重要無形文化財「白磁」保持者）

　　  十四代 今泉 今右衛門 氏
　　 （重要無形文化財「色絵磁器」保持者）

聞き手：唐澤 昌宏（国立工芸館長）
会場：
定員：190名（先着順）

1954年鳥取県生まれ。1999年日本伝統工芸展にて「朝日新聞社賞」、
2003年「第50回展記念賞」。2013年重要無形文化財「白磁」保持者認
定。2019年度日本陶磁協会賞金賞。現在、日本工芸会理事・陶芸部会長
を務める。

1962年佐賀県生まれ｡1998年第45回日本伝統工芸展にて｢日本工芸
会会長賞｣｡2002年十四代今泉今右衛門襲名｡2014年重要無形文化財
｢色絵磁器｣の保持者認定｡現在､日本陶芸美術協会会長･日本工芸会副
理事長を務める｡

県立能楽堂 2019年の体験風景

県内外の選ばれた高校・大学・団体などの有名吹奏楽
団が集結して、華やかでダイナミックな音楽を奏でる。
会場：
定員：なし

しいのき迎賓館

無料・申込不要無料・申込不要



EXHIBITIONPICK UP! EVENT

未来へつなぐ陶芸 
 　　―伝統工芸のチカラ展

戦後の日本の伝統陶芸の歴史的展開と
未来への展望を137作家139点の作品で紹介！

 4.5［火］～6.19［日］

日本工芸会陶芸部会の活動が2022年に50周年を迎えたのを記念して、伝統陶
芸の活動の歩みと多彩な展開を紹介する展覧会です。歴代の人間国宝の名品を
はじめ、草創期に勢力を二分した日展や伝統の世界に刺激を与え続けている陶
芸部会以外の陶芸家の作品、新進作家らの最新作まで、137名の139点で紹介
します。

師弟の関係性に注目する企画展。石川の美術を担ってきた作家たち、そしてかれ
らを育てた巨匠たちの共演が見られるこれまでにない機会となります。「師弟」を
キーワードに、石川の美術の一側面をのぞいてみてください。

▼休館日、観覧料、内容など、お問い合わせは各施設へ

4月9日（土） 14：00～15：00
オンラインギャラリートーク「伝統陶芸のチカラを味わう」
※要申込。詳細は国立工芸館公式ウェブサイトに掲載
5月8日（日） 15：00～17：00
全国・いしかわの工芸講演会「伝統陶芸の未来」（EVENTページ参照）

関連
イベント

展示解説
スライドを利用して、特別展のみどころをお話しします。
申込不要（当日先着順）／特別展チケットまたは半券が必要
日時：5月14日（土）・6月11日（土） 13:30～14:30（開場は13:00） 
講師：5月14日／小浦　宗五郎 氏（公益財団法人 日本美術刀剣保存協会会員）
　　  6月11日／北　春千代（当館学芸主幹）
会場：当館ワークショップルーム
定員：各回40名 ※当日12:00から整理券を配布します

関連
イベント

５月１日（日） ①10:00～11：40 ②14：00～15：40
映画上映会「ディリリとパリの時間旅行」〔吹替版・94分〕 
※要申込。詳細は美術館公式ウェブサイトに掲載
５月14日（土） 土曜講座「系譜でみる近代日本画」 
５月21日（土） 土曜講座「系譜でみる洋画～石川ゆかりの作家たち～」
いずれも13:30～15:00

関連
イベント

松井康成 《練上嘯裂文大壺》
1979年 茨城県陶芸美術館蔵

隠﨑隆一《備前広口花器》
2012年 東京国立近代美術館蔵

アンリ・マティス《襟巻の女》
1936年 ポーラ美術館蔵 

硲伊之助《室より（南仏のバルコン）》
1935年 硲伊之助美術館蔵

短刀 4代兼若
享保2年(1717)

個人蔵 ©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ《世界の終わり》2012
　金沢21世紀美術館蔵　©MOON Kyungwon and JEON Joonho

石川県立美術館　☎076-231-7580
「金沢美大とその周辺」など
4月24日（日）～5月22日（日）
「加賀の工芸」など
5月28日（土）～6月19日（日）

いしかわ生活工芸ミュージアム　☎076-262-2020
工芸にふれる　お茶時間
3月18日（金）～5月16日（月）
きもちとかたち／竹のある暮らし
5月20日（金）～7月18日（月・祝）

しいのき迎賓館　☎076-261-1111
さよなら いちまんさんⅤ
4月2日（土）～4月10日（日）
「荒木飛呂彦原画展　JOJO　冒険の波紋」物販会場
4月30日（土）～5月28日（土）

金沢21世紀美術館　☎076-220-2800
甲冑の解剖術―意匠とエンジニアリングの美学
5月3日（火・祝）～ 7月10日（日）
「ひとがた」をめぐる造形
7月23日（土）～9月11日（日）

金沢能楽美術館　☎076-220-2790
企画展「能楽FOUR SEASONS－春・夏編－」 
3月19日（土）～8月31日（水）

中村記念美術館　☎076-221-0751
企画展「お茶とお香の小さな道具の世界」 
3月8日（火）～6月12日（日）
企画展
「ひとびとの姿   ～一挙公開！紺谷光俊《竹取物語絵巻》～」（仮）
6月18日（土）～9月25日（日）

鈴木大拙館　☎076-221-8011
企画展「大拙の姿貌Ⅱ」
2月16日（水）～4月24日（日）

金沢くらしの博物館　☎076-222-5740
企画展「端午の節句展～時代を表す武将たち～」
4月16日（土）～6月5日（日）
企画展「金沢の郷土玩具（仮）」
6月11日（土）～8月28日（日）

前田土佐守家資料館　☎076-233-1561
企画展「前田土佐守家当主　京へ行く」 
1月16（日）～4月17日（日）
企画展「前田土佐守家を支えた古文書と伝来品」
4月23日（土）～7月3日（日）

全国・いしかわの工芸講演会
無料・要申込無料・要申込

前田 昭博 氏

今泉 今右衛門 氏

国立工芸館 ☎050-5541-8600（ハローダイヤル）観覧料：900円(一般) ほか

国立工芸館

☎076-262-5464

石川近代文学館
（石川四高記念文化交流館）

植物が登場する石川県ゆかりの作家の
文学作品を、自筆資料や初版本などと
ともにご紹介します。後編となる本展で
は、夏から秋にかけて盛りを迎える植物
を中心に取り上げます。
観覧料：370円（一般） ほか

言の葉の緑と花
―文学と植物〈後編・夏から秋へ〉

4.23［土］～6.26［日］
つゆくさの青、紅葉の赤……
色とりどりの言葉たち

本多家当主は代々、従五位下の官位と安房守な
どの官職を拝領しています。この陪臣叙爵など
加賀本多家当主の先例が確立されたのが、本多
政敏の時期でした。詩歌や書画にも秀でた政敏
関連史料を中心に紹介します。　
観覧料：400円（一般）ほか

春季特別展

 「加賀八家」本多家の確立
―加賀本多家３代 本多政敏―

3.11［金］～6.7［火］

いしかわ生活工芸ミュージアム
☎076-262-2020

鈴木大拙館
☎076-221-8011

「加賀八家」加賀本多家の
叙爵と文化を紹介

「大拙と語る」シリーズは、大拙の足跡や考えを体
感できる「いまに生きるもの」を取り上げ、大拙を身
近に感じることができる視点から構成。 ○△□が
描かれた「色不異空」などを展示します。
観覧料：310円（一般） ほか

2022 大拙と語る

4.28［木］～9.4［日］
金沢が生んだ
世界的な仏教哲学者・鈴木大拙

「野鳥の父」中西悟堂が戦後の混乱の中で刊行
を断念した『原色野鳥ガイド』。悟堂が小林重三
に依頼した原画を初公開し、その世界観を展示
空間に再構築する。 
観覧料：310円（一般） ほか

企画展

「中西悟堂
  まぼろしの野鳥図鑑」

4.23［土］～8.28［日］
稀代の鳥類画家・小林重三の
未公開彩色原画200点以上を展示

自然の中にある草花や、それらをモチーフに
したものを工芸で彩ます。陶磁器やガラス、
金属工芸など様々な分野で活躍中の若い作
家たちの個性にあふれる作品をお楽しみく
ださい。
観覧料：1F 無料

Botanical Gardens

3.18［金］～5.16［月］
春の庭から素敵な工芸品をお届け

小林重三の野鳥原画（個人蔵）

泉鏡花自筆色紙
「撫子のなほ其のうへに紅さして」（部分）

本多政敏肖像画

思索空間と水鏡の庭

藤田和 作

兼六園周辺文化の森は、明治・大正の建物が並ぶ、街歩きに絶好のエリアです。
このエリアを代表する5つのレトロ建築の見どころを、ボランティアガイドがそれ
ぞれ個別に解説する「レトロ建築見学会」を開催します。
定員：各回・各施設10名（先着順）
料金：無料（いしかわ赤レンガミュージアムのみ2館共通観覧券要）
申込：兼六園周辺文化の森ＨＰよりWEB申込
※右の二次元コードからもお申込みいただけます。
※お電話での申込みは受け付けておりません。ご了承願います。
※雨天開催します。建物の外でも解説がありますので、雨具は各自でご用意ください。

能楽堂本館の舞台・楽屋などの見学のほか、舞台での
能楽体験ができます。 
対象：小学生～大人　定員:10名（先着順） 
電話もしくはメールによる申込
メール（noh@pref.ishikawa.lg.jp)
※メールの場合は、メールアドレスを記載してください。
会場：

毎週日曜日開催
※日時等詳細は兼六園周辺文化の森HPからご確認ください。

無料・要申込無料・要申込

無料無料

国立工芸館（旧陸軍第九師団司令部庁舎・金沢偕行社）

いしかわ赤レンガミュージアム（旧金澤陸軍兵器支廠兵器庫） 石川四高記念文化交流館（旧第四高等中学校本館）

…国指定重要文化財重文 …国登録有形文化財登録

登録

ししょう

しいのき迎賓館（旧石川県庁舎本館）県立美術館広坂別館（旧陸軍第九師団長官舎）

重文 重文

登録 登録

他にもいっぱい！
主な展覧会・展示

師弟の共演
　　―石川ゆかりの作家と巨匠たち―

石川の美術をつくってきた人 に々出会う

4.24［日］～5.22［日］

☎076-231-7580県立美術館観覧料：1,000円(一般) ほか

県立美術館

大加州刀展

再開を願う多くの声に応え、
出品資料をさらに充実させて開催！

4.28［木］～6.26［日］
「加州刀」とは、加賀国で
打たれた刀剣の総称です。
代表的な刀工には、南北
朝時代の真景や、室町時
代から江戸時代に活躍し
た清光、江戸時代に加州
刀の人気を高めた兼若が
挙げられます。本展では約
100振の刀剣に加え、刀装
具、刀剣や武術に関する
文献資料を紹介し、五百
年以上続いた加州刀の歴
史と魅力に迫ります。

☎076-262-3236観覧料：1,000円(一般) ほか

県立歴史博物館

県立歴史博物館

ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ

現代韓国を代表する
ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホによる

国内初の大規模個展

5.3［火・祝］～9.4［日］

2つの新作映像インスタレーションをはじめとして、アポカリプス前後の異なる時
間軸とその接続を精緻に描き出した代表作《世界の終わり》や金石地区（金沢市）
での滞在制作の成果など、彼女たちの活動を多面的に紹介します。

☎076-220-2800観覧料：1,200円（一般） ほか

金沢21世紀美術館

金沢21世紀美術館

☎076-261-0500
加賀本多博物館

金沢ふるさと偉人館
☎076-220-2474

5.1 ［日］  10：00～16：00

5.8［日］  15:00～17:00（開場14：30）

4.30［土］  10：00～11：30

ミュージアムコンサート
6.5［日］  13:30～14:00（開場13:00）

お問い合わせ：☎076-225-1371（県文化振興課内※平日9：00～17：00)
（WEB申込は「兼六園周辺文化の森」HPから）

お申込み・お問い合わせ：☎076-225-1371（県文化振興課内※平日9：00～17：00)
（WEB申込は「兼六園周辺文化の森」HPから）

お申込み・お問い合わせ：☎076-264-2598（県立能楽堂)

能楽堂探検ツアー

レトロ建築見学会

「OEK presents ヴァイオリン二重奏」
出演者：原田 智子（第１ヴァイオリン）、
　　　  江原 千絵（第２ヴァイオリン） 
定員：40名
　　（抽選・要WEB申込・5/20（金）締切）
会場：

無料・要申込無料・要申込

百万石まちなかめぐり さくら 2022
4.2［土］ 3［日］  10：00～17：00

お問い合わせ：☎076-224-4141（百万石まちなかめぐり実行委員会事務局（ケィ・シィ・エス内））

無料無料

いしかわ四高記念公園しいのき緑地 本多の森公園

「さくら」をキーワードに、石川県在住の作家、個人商店などが、地元で作られた作
品や食品の販売を行う「乙女の金沢 春うらら市」や、春の食材を味わえる「さくら
カフェ」などを行う。
会場：　  　　　　　、　　　　　　　　　　  、

『刀剣乱舞－ONLINE－』
とのコラボ決定！

刀
剣
男
士  

加
州
清
光

すがた

県立歴史博物館

吹奏楽の祭典 

風と緑の調べ

県立美術館

お問い合わせ：☎076-232-8113
　　　　　　（いしかわ・金沢　風と緑の楽都音楽祭実行委員会事務局）

お問い合わせ：☎076-225-1371（県文化振興課内※平日9：00～17：00)
（WEB申込は「兼六園周辺文化の森」HPから）

出演者：多田 由実子（フルート）、池田 洋子（チェロ）、上田 智子（ハープ）
定員：40名（抽選・要WEB申込・4/20（水）締切）
会場：

無料・要申込無料・要申込

国立工芸館

5.4［水・祝］  13:30～14:10（開場13：00）

in 兼六園周辺文化の森

原田 智子（Vn１） 江原 千絵（Vn２）

池田 洋子（Vc）多田 由実子（Fl） 上田 智子（Hp）

特別対談「伝統陶芸の未来」 
講師：前田 昭博 氏（重要無形文化財「白磁」保持者）

　　  十四代 今泉 今右衛門 氏
　　 （重要無形文化財「色絵磁器」保持者）

聞き手：唐澤 昌宏（国立工芸館長）
会場：
定員：190名（先着順）

1954年鳥取県生まれ。1999年日本伝統工芸展にて「朝日新聞社賞」、
2003年「第50回展記念賞」。2013年重要無形文化財「白磁」保持者認
定。2019年度日本陶磁協会賞金賞。現在、日本工芸会理事・陶芸部会長
を務める。

1962年佐賀県生まれ｡1998年第45回日本伝統工芸展にて｢日本工芸
会会長賞｣｡2002年十四代今泉今右衛門襲名｡2014年重要無形文化財
｢色絵磁器｣の保持者認定｡現在､日本陶芸美術協会会長･日本工芸会副
理事長を務める｡

県立能楽堂 2019年の体験風景

県内外の選ばれた高校・大学・団体などの有名吹奏楽
団が集結して、華やかでダイナミックな音楽を奏でる。
会場：
定員：なし

しいのき迎賓館

無料・申込不要無料・申込不要



お問い合わせ

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（石川県文化振興課内）
☎076-225-1371（平日9:00～17:00）　http://kenrokuen-bunkanomori.com/ 検索兼六園周辺文化の森

相互割引をご利用ください !

主催展覧会の半券を提示すると、
　　　　　　割引料金でご利用できます。
対象施設 ： 国立工芸館、県立美術館、県立歴史博物館、
　　　　　いしかわ生活工芸ミュージアム、
　　　　　金沢 21世紀美術館、中村記念美術館、
　　　　　金沢ふるさと偉人館（計 7施設）

相互
割引
相互
割引

4.3［日］

6.4［土］

8［日］

16［土］

29［金・祝］

無料・申込不要無料・申込不要

有料・申込不要有料・申込不要

有料・要電話申込有料・要電話申込

無料・申込不要無料・申込不要

無料・申込不要無料・申込不要

有料・要電話申込有料・要電話申込

有料・要電話申込有料・要電話申込

無料・要WEB申込無料・要WEB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・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・申込不要

いしかわ子ども文化体験チャレンジスクール

2022.4.1［金］～2023.3.31［金］
～2022年度 進め! 出世街道～ このマークが

対象事業です

小中学生対象。兼六園周辺文化の森を中心に実施される、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」!!

御朱印帳（スタンプラリー台帳）は
各対象施設にあります。

くわしくは、
HPをチェック▼

お茶席で使う「菊桜」の練香づくり
10：00～12：00　14：00～16：00
いしかわ生活工芸ミュージアム　☎076-262-2020

5.4［水・祝］
5.5［木・祝］

しいのき子どもパーク
10：00～17：00
しいのき迎賓館　☎076-261-1111

「師弟の共演」展みどころガイド
13：30～14：00
県立美術館　☎076-231-7580

5.14［土］

21［土］

27［金］

土曜講座「系譜でみる近代日本画」
13：30～15：00（土曜講座は5/21にも開催  詳細は美術館HP）
県立美術館　☎076-231-7580

いしかわ歴史講座
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

無料・要電話申込無料・要電話申込井上靖顕彰朗読会「夏草冬濤」（抄）
14：00～15：00
石川近代文学館（石川四高記念文化交流館）　☎076-262-5464

れきはくゼミナール
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

しいのきマルシェ
しいのき迎賓館　☎076-261-1111

18［土］ れきはくゼミナール
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

24［金］ いしかわ歴史講座
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

加賀本多博物館 ギャラリートーク
14：00～14：30
加賀本多博物館　☎076-261-0500

17［日］ 講演会「加賀本多家の叙爵」
13：30～15：00
加賀本多博物館　☎076-261-0500

竹細工で茶杓作り
9：30～12：30 　13：30～16：30
いしかわ生活工芸ミュージアム　☎076-262-2020

ピカ☆ボコバッジに挑戦
14:00～15:30
国立工芸館

無料・要電話申込無料・要電話申込19［日］ 朗読会「どんぐり」（寺田寅彦作）
14：00～15：00
石川近代文学館（石川四高記念文化交流館）　☎076-262-5464

■金沢城・兼六園四季物語
　（ライトアップ）
春の段：4月28日（木）～5月8日（日）（予定）
初夏の段：6月3日（金）～5日（日）（予定）
日程等詳細は県観光HP「ほっと石川旅
ねっと」でご確認ください。
石川の四季観光キャンペーン実行委員会
（県観光企画課内）　☎076-225-1542

■金沢城　重要文化財の特別公開
4月：毎週土日および1日（金）～8日（金）、29日（金・祝）
5月：毎週土日および2日（月）～6日（金）
6月：毎週土日および3日（金）
内部には「城と庭のボランティアガイド」が常駐しています。
金沢城・兼六園管理事務所　☎076-234-3800　

加賀百万石回遊ルート～江戸から令和まで堪能する、贅沢なまちあるき～

加賀百万石回遊ルート SAMURAI PASSPORT
サ ム ラ イ        パ ス ポ ート

「加賀百万石回遊ルート」にある対象の文化施設
12施設に1000円で2日間何度でも入場可能。
さらにルート周辺商店街の一部店舗では、
パスポートの提示で「一品サービス」や
「グッズプレゼント」などの特典を提供しています。
お問い合わせ ： SAMURAI PASSPORT事務局 ☎076-266-4401

※金沢城公園は毎日ライトアップしています。

▲

詳
細
は
こ
ち
ら
か
ら

兼六園周辺マップEVENT

徒
歩
約8
分

香林坊

本多町

兼六坂上

兼六園下

広坂二
広坂北

合同庁舎前

片町

広坂
長町

尾山

南町

徒歩約8分

鈴木大拙館

金沢くらしの
博物館

前田土佐守家
資料館

金沢ふるさと
偉人館

金沢能楽美術館

文化財保存修復工房・
県立美術館広坂別館

兼六園

県立生涯学習
センター

本多の森ホール

金沢城
公園

武家屋敷跡
野村家
●

●
金沢市役所

香林坊

本多町

出羽町

広坂・21世紀美術館

香
林
坊
大
和

ア
ト
リ
オ
●

蓮池門口

上坂口
真弓坂口

随身坂口

中村記念
美術館

金沢21世紀美術館

出羽町

●
石川門

●尾山神社
10：00～21：00（年中無休）
☎076-254-5020

金沢中央観光案内所

旧県庁舎をリニューアル。兼六園
周辺総合案内所で情報収集を♪
9：00～22：00(年末年始休館）
☎076-261-1111

しいのき迎賓館

●鼠多門
　鼠多門橋

加賀百万石回遊ルート

国立工芸館、県立美術館、県
立能楽堂、いしかわ赤レンガ
ミュージアム、いしかわ生活
工芸ミュージアムにお越し
の方は無料で利用できます。

文化施設共用駐車場

歴史の小径
美術の小径

尾山神社前

桂坂口

桜ヶ岡口

小立野口

兼六園口（東口）より
  ・３番、７番乗り場発着バス、
　もしくは  城下まち金沢周遊バス  乗車
　「広坂・２１世紀美術館」 下車
  ・６番乗り場発着バス（柳橋行きを除く） 乗車　
　「兼六園下・金沢城」もしくは「出羽町」 下車

　金沢駅より　約10分

金沢駅から兼六園周辺へのアクセスは、

タクシーで

バスで

旧四高の校舎を利用し、四高生のくらしや石川県
ゆかりの文学などについて展示。昔の教室を模し
た部屋もあり、建物全体がフォトジェニック！

☎076-262-5464

タイムスリップしたような
レトロな雰囲気も魅力

石川四高記念文化交流館
みどころ! 金沢駅

武蔵ヶ辻

兼六園口
（東口）

香林坊

● 

近江町市場

●

ひがし
茶屋街

●

金沢
市役所

兼六園

金沢城
公園

にし ●

茶屋街

浅野川

犀川

広域マップ

36業種ある石川県の伝統的工芸品
をすべて展示。ユニークな工芸品がそ
ろうミュージアムショップも必見です。

☎076-262-2020

石川県の伝統的工芸品が集結！
いしかわ生活工芸ミュージアム
みどころ!

祭礼体感シアターなど、石川の歴史
と文化を楽しく体感できる展示が
いっぱいです。

☎076-262-3236

石川の歴史と文化を体感しよう！

石川県立歴史博物館

江戸時代の加賀藩重臣本多家に伝
わる刀や甲冑など、実際に武士が
使った品々は必見です。

☎076-261-0500

本物の武士の姿を知ろう！

加賀本多博物館
みどころ! いしかわ赤レンガミュージアム

Webで公演の有無をチェック！
公演がない日は能舞台見学のチャンス（無料）！

☎076-264-2598

世界最古の舞台芸術
「能楽」に触れよう！

石川県立能楽堂
みどころ!

石川県にゆかりのある作品が豊富に揃う。特に
国宝「色絵雉香炉」は見逃せない！

☎076-231-7580

石川ゆかりの
美術工芸作品が揃う

石川県立美術館

修復作業を常時見学できるスペースがあるのは日
本でここだけ！ 技術者の技を間近に目にしよう！

☎076-221-8810

修復技術者の技が光る！

石川県文化財保存修復工房・
石川県立美術館広坂別館

みどころ!

●玉泉院丸庭園

2020年に東京より移転した日本海側初の国立
美術館。明治期に建てられた国登録有形文化財
の旧陸軍施設を移築し、過去に撤去された部分
や外観の色などを復元して活用しています。

☎050-5541-8600（ハローダイヤル）　　

国内外の近現代工芸コレクションが充実！

国立工芸館
みどころ!

兼六園下・金沢城

時刻表・停留所等
詳細はこちら▼

城下まち金沢
周遊バス

一般
路線バス

2022. 4.1［金］-6.30［木］

春
編

文化の森のミュージアムを巡ろう！

国立工芸館、県立美術館、金沢21世紀美術館など
兼六園周辺の18の文化施設を掲載

掲載されている展覧会やイベント、並びに施設については、急遽、中止や延期、休館等の対応をさせていただく
場合がありますので、お出かけの際は、事前に各施設のホームページなどで最新の情報をご確認ください。

お問い合わせ

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（石川県文化振興課内）
☎076-225-1371（平日9:00～17:00）　後援：（公社）石川県観光連盟



お問い合わせ

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（石川県文化振興課内）
☎076-225-1371（平日9:00～17:00）　http://kenrokuen-bunkanomori.com/ 検索兼六園周辺文化の森

相互割引をご利用ください !

主催展覧会の半券を提示すると、
　　　　　　割引料金でご利用できます。
対象施設 ： 国立工芸館、県立美術館、県立歴史博物館、
　　　　　いしかわ生活工芸ミュージアム、
　　　　　金沢 21世紀美術館、中村記念美術館、
　　　　　金沢ふるさと偉人館（計 7施設）

相互
割引
相互
割引

4.3［日］

6.4［土］

8［日］

16［土］

29［金・祝］

無料・申込不要無料・申込不要

有料・申込不要有料・申込不要

有料・要電話申込有料・要電話申込

無料・申込不要無料・申込不要

無料・申込不要無料・申込不要

有料・要電話申込有料・要電話申込

有料・要電話申込有料・要電話申込

無料・要WEB申込無料・要WEB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・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・申込不要

いしかわ子ども文化体験チャレンジスクール

2022.4.1［金］～2023.3.31［金］
～2022年度 進め! 出世街道～ このマークが

対象事業です

小中学生対象。兼六園周辺文化の森を中心に実施される、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」!!

御朱印帳（スタンプラリー台帳）は
各対象施設にあります。

くわしくは、
HPをチェック▼

お茶席で使う「菊桜」の練香づくり
10：00～12：00　14：00～16：00
いしかわ生活工芸ミュージアム　☎076-262-2020

5.4［水・祝］
5.5［木・祝］

しいのき子どもパーク
10：00～17：00
しいのき迎賓館　☎076-261-1111

「師弟の共演」展みどころガイド
13：30～14：00
県立美術館　☎076-231-7580

5.14［土］

21［土］

27［金］

土曜講座「系譜でみる近代日本画」
13：30～15：00（土曜講座は5/21にも開催  詳細は美術館HP）
県立美術館　☎076-231-7580

いしかわ歴史講座
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

無料・要電話申込無料・要電話申込井上靖顕彰朗読会「夏草冬濤」（抄）
14：00～15：00
石川近代文学館（石川四高記念文化交流館）　☎076-262-5464

れきはくゼミナール
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

しいのきマルシェ
しいのき迎賓館　☎076-261-1111

18［土］ れきはくゼミナール
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

24［金］ いしかわ歴史講座
13：30～15：00
県立歴史博物館　☎076-262-3417

加賀本多博物館 ギャラリートーク
14：00～14：30
加賀本多博物館　☎076-261-0500

17［日］ 講演会「加賀本多家の叙爵」
13：30～15：00
加賀本多博物館　☎076-261-0500

竹細工で茶杓作り
9：30～12：30 　13：30～16：30
いしかわ生活工芸ミュージアム　☎076-262-2020

ピカ☆ボコバッジに挑戦
14:00～15:30
国立工芸館

無料・要電話申込無料・要電話申込19［日］ 朗読会「どんぐり」（寺田寅彦作）
14：00～15：00
石川近代文学館（石川四高記念文化交流館）　☎076-262-5464

■金沢城・兼六園四季物語
　（ライトアップ）
春の段：4月28日（木）～5月8日（日）（予定）
初夏の段：6月3日（金）～5日（日）（予定）
日程等詳細は県観光HP「ほっと石川旅
ねっと」でご確認ください。
石川の四季観光キャンペーン実行委員会
（県観光企画課内）　☎076-225-1542

■金沢城　重要文化財の特別公開
4月：毎週土日および1日（金）～8日（金）、29日（金・祝）
5月：毎週土日および2日（月）～6日（金）
6月：毎週土日および3日（金）
内部には「城と庭のボランティアガイド」が常駐しています。
金沢城・兼六園管理事務所　☎076-234-3800　

加賀百万石回遊ルート～江戸から令和まで堪能する、贅沢なまちあるき～

加賀百万石回遊ルート SAMURAI PASSPORT
サ ム ラ イ        パ ス ポ ート

「加賀百万石回遊ルート」にある対象の文化施設
12施設に1000円で2日間何度でも入場可能。
さらにルート周辺商店街の一部店舗では、
パスポートの提示で「一品サービス」や
「グッズプレゼント」などの特典を提供しています。
お問い合わせ ： SAMURAI PASSPORT事務局 ☎076-266-4401

※金沢城公園は毎日ライトアップしています。

▲

詳
細
は
こ
ち
ら
か
ら

兼六園周辺マップEVENT

徒
歩
約8
分

香林坊

本多町

兼六坂上

兼六園下

広坂二
広坂北

合同庁舎前

片町

広坂
長町

尾山

南町

徒歩約8分

鈴木大拙館

金沢くらしの
博物館

前田土佐守家
資料館

金沢ふるさと
偉人館

金沢能楽美術館

文化財保存修復工房・
県立美術館広坂別館

兼六園

県立生涯学習
センター

本多の森ホール

金沢城
公園

武家屋敷跡
野村家
●

●
金沢市役所

香林坊

本多町

出羽町

広坂・21世紀美術館

香
林
坊
大
和

ア
ト
リ
オ
●

蓮池門口

上坂口
真弓坂口

随身坂口

中村記念
美術館

金沢21世紀美術館

出羽町

●
石川門

●尾山神社
10：00～21：00（年中無休）
☎076-254-5020

金沢中央観光案内所

旧県庁舎をリニューアル。兼六園
周辺総合案内所で情報収集を♪
9：00～22：00(年末年始休館）
☎076-261-1111

しいのき迎賓館

●鼠多門
　鼠多門橋

加賀百万石回遊ルート

国立工芸館、県立美術館、県
立能楽堂、いしかわ赤レンガ
ミュージアム、いしかわ生活
工芸ミュージアムにお越し
の方は無料で利用できます。

文化施設共用駐車場

歴史の小径
美術の小径

尾山神社前

桂坂口

桜ヶ岡口

小立野口

兼六園口（東口）より
  ・３番、７番乗り場発着バス、
　もしくは  城下まち金沢周遊バス  乗車
　「広坂・２１世紀美術館」 下車
  ・６番乗り場発着バス（柳橋行きを除く） 乗車　
　「兼六園下・金沢城」もしくは「出羽町」 下車

　金沢駅より　約10分

金沢駅から兼六園周辺へのアクセスは、

タクシーで

バスで

旧四高の校舎を利用し、四高生のくらしや石川県
ゆかりの文学などについて展示。昔の教室を模し
た部屋もあり、建物全体がフォトジェニック！

☎076-262-5464

タイムスリップしたような
レトロな雰囲気も魅力

石川四高記念文化交流館
みどころ! 金沢駅

武蔵ヶ辻

兼六園口
（東口）

香林坊

● 

近江町市場

●

ひがし
茶屋街

●

金沢
市役所

兼六園

金沢城
公園

にし ●

茶屋街

浅野川

犀川

広域マップ

36業種ある石川県の伝統的工芸品
をすべて展示。ユニークな工芸品がそ
ろうミュージアムショップも必見です。

☎076-262-2020

石川県の伝統的工芸品が集結！
いしかわ生活工芸ミュージアム
みどころ!

祭礼体感シアターなど、石川の歴史
と文化を楽しく体感できる展示が
いっぱいです。

☎076-262-3236

石川の歴史と文化を体感しよう！

石川県立歴史博物館

江戸時代の加賀藩重臣本多家に伝
わる刀や甲冑など、実際に武士が
使った品々は必見です。

☎076-261-0500

本物の武士の姿を知ろう！

加賀本多博物館
みどころ! いしかわ赤レンガミュージアム

Webで公演の有無をチェック！
公演がない日は能舞台見学のチャンス（無料）！

☎076-264-2598

世界最古の舞台芸術
「能楽」に触れよう！

石川県立能楽堂
みどころ!

石川県にゆかりのある作品が豊富に揃う。特に
国宝「色絵雉香炉」は見逃せない！

☎076-231-7580

石川ゆかりの
美術工芸作品が揃う

石川県立美術館

修復作業を常時見学できるスペースがあるのは日
本でここだけ！ 技術者の技を間近に目にしよう！

☎076-221-8810

修復技術者の技が光る！

石川県文化財保存修復工房・
石川県立美術館広坂別館

みどころ!

●玉泉院丸庭園

2020年に東京より移転した日本海側初の国立
美術館。明治期に建てられた国登録有形文化財
の旧陸軍施設を移築し、過去に撤去された部分
や外観の色などを復元して活用しています。

☎050-5541-8600（ハローダイヤル）　　

国内外の近現代工芸コレクションが充実！

国立工芸館
みどころ!

兼六園下・金沢城

時刻表・停留所等
詳細はこちら▼

城下まち金沢
周遊バス

一般
路線バス

2022. 4.1［金］-6.30［木］

春
編

文化の森のミュージアムを巡ろう！

国立工芸館、県立美術館、金沢21世紀美術館など
兼六園周辺の18の文化施設を掲載

掲載されている展覧会やイベント、並びに施設については、急遽、中止や延期、休館等の対応をさせていただく
場合がありますので、お出かけの際は、事前に各施設のホームページなどで最新の情報をご確認ください。

お問い合わせ

兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会（石川県文化振興課内）
☎076-225-1371（平日9:00～17:00）　後援：（公社）石川県観光連盟


