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石川県 穴水町 ①,④
穴水町歴史民俗資料館
特別展「長家史料展」

石川県指定有形文化財である長家文書の中から長家に伝わる近世文書と関係絵図を展示し
ます。

10月25日～11月14日 穴水町歴史民俗資料館 穴水町教育委員会
小・中・高校生 50円
一般 100円
（11月3日は無料開放）

穴水町歴史民俗資料館
0768-52-2231

石川県 穴水町 ①,③ 能登中居鋳物館無料開放 鋳物づくりの工程を分かりやすく紹介し、鋳物の魅力を発信します。 11月3日 能登中居鋳物館 穴水町教育委員会 無料
能登中居鋳物館
0768-56-1231

石川県 穴水町 ①,③ 住吉文化祭 茶会の開催や、絵画、習字サークル、児童の作品等を展示します。 11月3日 住吉公民館 住吉公民館 無料
住吉公民館
0768-56-1212

石川県 穴水町 ①,③ 穴水町文化祭 文化活動を行っている各種団体による芸能発表や作品展示を行います。 11月3日～4日
のとふれあい文化センター、
Ｂ＆Ｇ海洋センター

穴水町文化協会 無料
のとふれあい文化センター
0768-52-3410

石川県 内灘町 ① ふあふあおはなし会 乳児を対象とした絵本の読み聞かせを行います。 11月1日 内灘町立図書館 内灘町立図書館 無料
内灘町立図書館
076-286-1930

石川県 内灘町 ① 紙しばいのおはなし会 幼児から小学校低学年を対象とした紙しばいの読み聞かせを行います。 11月3日 内灘町立図書館 内灘町立図書館 無料
内灘町立図書館
076-286-1930

石川県 内灘町 ① 北部学童おはなし会 小学校低学年を対象とした絵本の読み聞かせを行います。 11月6日 西荒屋小学校 内灘町立図書館 無料
内灘町立図書館
076-286-1930

石川県 内灘町 ①
わくわく土曜体験教室
みんなで歌おう！

小学生を対象とした合唱や楽器を使用し、リズム遊びも行います。 11月3日 清湖小学校 内灘町教育委員会生涯学習課 無料
内灘町教育委員会
生涯学習課
076-286-6716

石川県 内灘町 ①
わくわく土曜体験教室
わくわく！Kid's Kitchen

小学生を対象とした地元産の新鮮な食材を使い、おいしい料理を作ります。 11月3日 清湖小学校 内灘町教育委員会生涯学習課 無料
内灘町教育委員会
生涯学習課
076-286-6716

石川県 内灘町 ③ 緑台公民館文化祭 作品展示・模擬店・体験コーナー等を行います。 11月3日 緑台公民館 緑台公民館 無料
緑台公民館
076-238-4771

石川県 内灘町 ③ アカシア公民館文化祭 作品展示・模擬店・芸能発表等を行います。 11月4日 アカシア公民館 アカシア町会・アカシア公民館 無料
アカシア公民館
076-238-3609

石川県 内灘町 ③ 大根布公民館文化祭 作品展示・模擬店・体験コーナー等を行います。 11月4日 大根布公民館 大根布公民館 無料
大根布公民館
076-286-0199

石川県 加賀市 ①,③
蒔絵皿づくり体験教室
-Japan(漆) Yamanaka 2018-

本金と天然漆を使って３時間ほどで15センチの蒔絵皿をつくります。自分の好きな絵を描いて
いただきます。作った皿は後日ご自宅まで配送します。

11月4日
石川県立山
中漆器産業技術センター

石川県立山
中漆器産業技術センター

http://yamanaka696.org
公益財団法人
山中漆器産業技術センタ－
0761-78-1696

定員20名

石川県 加賀市 ③
展示即売会「Japan(漆) Yamanaka 2018
『職人の技とおもてなしの器』」

木地、蒔絵、上塗の各工程の職人が企画、提案、モノづくりをすることにより、産地から情報
発信を行うことを目指して始まった展示即売会です。

11月4日、5日
石川県立山
中漆器産業技術センター

山中漆器連合協同組合 無料 http://www.kaga-tv.com/yamanaka/
山中漆器連合協同組合
0761-78-0305

石川県 加賀市 ① ちょびっこおはなし会
乳幼児親子を対象に、図書館職員が絵本の読み聞かせや手遊び、読み聞かせ相談などを行
います。

11月1日 加賀市立中央図書館 加賀市立中央図書館 無料 http://www.kagalib.jp/
加賀市立中央図書館
0761-73-0888

石川県 加賀市 ① のまりんの大人も子どもも楽しい！！紙芝居 野間成之氏（のまひょうしぎの会主宰）による紙芝居の実演を行います。 11月3日 加賀市立中央図書館 加賀市立中央図書館 無料 http://www.kagalib.jp/
加賀市立中央図書館
0761-73-0888

石川県 加賀市 ① 図書館名画座 古典名作映画の上映を行います。 11月3日 加賀市立中央図書館 加賀市立中央図書館 無料 http://www.kagalib.jp/
加賀市立中央図書館
0761-73-0888

石川県 加賀市 ① おはなしの森 幼児・児童を対象に、図書館職員が絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。 11月4日 加賀市立中央図書館 加賀市立中央図書館 無料 http://www.kagalib.jp/
加賀市立中央図書館
0761-73-0888

石川県 加賀市 ① おはなしの泉 幼児・児童を対象に、図書館職員が絵本の読み聞かせやわらべうたあそびを行います。 11月4日 加賀市立中央図書館 加賀市立中央図書館 無料 http://www.kagalib.jp/
加賀市立中央図書館
0761-78-4441

石川県 加賀市 ③ 第47回加賀市民芸能祭
フラダンス、バレエ、新舞踊、日舞の舞踊や、ハーモニカ、オカリナ、大正琴、箏、尺八等の楽
器演奏、詩吟、民謡、歌謡曲等の歌唱等、市民による様々な芸能の発表会です。

11月3日 加賀市文化会館 加賀市芸能文化協会 無料
【加賀市文化会館ＨＰ】http://kaga-
bunka.lolipop.jp/information/

加賀市芸能文化協会
090-2836-0444

石川県 加賀市 ③
北前船日本遺産認定記念第１弾　特別展「東
北・北海道に渡った九谷焼」

北前船交易やその他の影響によって日本海側の各地に運ばれた九谷焼を紹介します。古九
谷、吉田屋窯、宮本屋窯をはじめ、幕末・明治九谷など「初公開」の作品を一堂に展示しま
す。

10月6日～12月2日 石川県九谷焼美術館 加賀市 無料
【石川県九谷焼美術館ＨＰ】
http://www.kutani-mus.jp/ja/

石川県九谷焼美術館
0761-72-7466

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

石川県 加賀市 ③ 企画展「北前船主と九谷焼」 北前船主と九谷焼との関わりがうかがえる資料を紹介します。 10月6日～12月2日 北前船の里資料館 加賀市
一般310円
75歳以上150円
障がい者・高校生以下無料

【北前船の里資料館ＨＰ】
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/kitam
ae/

北前船の里資料館
0761-75-1250

石川県 加賀市 ③
潮津 保・操子 写真展
「雪と氷に魅せらられて」

雪の科学館とその周辺、そして雪や氷に魅せられ、折りにふれて取りためてこられた潮津さん
ご夫妻の作品展です。

9月20日～12月25日
中谷宇吉郎
雪の科学館

加賀市
加賀市教育委員会
中谷宇吉郎雪の科学館

一般500円
75歳以上250円
障がい者・高校生以下無料

【中谷宇吉郎雪の科学館ＨＰ】
http://kagashi-ss.co.jp/yuki-
mus/yuki_home/

中谷宇吉郎雪の
科学館
0761-75-3323

石川県 加賀市 ③ 「第5回加賀市美術展」 加賀市美術協会に所属する美術作家が一堂に会する年に一度の総合美術展です。 10月20日～11月18日 加賀市美術館
加賀市
加賀市教育委員会
加賀市美術協会

一般400円
75歳以上200円
障がい者・高校生以下無料

【加賀市美術館ＨＰ】
http://www.kagashi-
ss.co.jp/bijyutkan/

加賀市美術館
0761-72-8787

石川県 加賀市 ③ 秋期企画展
「古九谷」廃絶後100数十年、江戸時代後期に復活した「再興九谷」の内、現在の加賀市(旧江
沼郡)に展開した「江沼署窯」に関する作品を展示します。

10月3日～1月14日 加賀市九谷焼窯跡展示館 加賀九谷陶磁器協同組合
一般310円
75歳以上150円
障がい者・高校生以下無料

【加賀市九谷焼窯跡展示館ＨＰ】
http://www.kagacable.ne.jp/~kamaato
/

加賀市九谷焼窯跡展示館
0761－77－0020

石川県 加賀市 ③ 企画展「魯山人と織部」
擬宿した北大路魯山人の織部作品を多数展示します。初めての試みであり、謎多き魯山人と
織部焼の風情をお楽しみいただきます。

9月27日～12月18日
魯山人寓居跡
いろは草庵

魯山人寓居跡
いろは草庵

一般500円
75歳以上250円
障がい者・高校生以下無料

【魯山人寓居跡いろは草庵ＨＰ】
http://www.kagashi-
ss.co.jp/irohasouan/

魯山人寓居跡いろは草庵
0761-77-7111

石川県 加賀市 ①,②,④ ホネのあるはなし
いろいろな鳥やいきものの骨を実際に見ながら、知っているようで知らない骨の話をします。
骨付きチキンを食べるのが楽しみになるかも？！

11月3日 加賀市鴨池観察館 加賀市鴨池観察館
一般310円
75歳以上150円
障がい者・高校生以下無料

【鴨池観察館ＨＰ】
http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

加賀市鴨池観察館
0761-72-2200

石川県 加賀市 ③ 展観施設の無料開放
市内展観施設９か所（石川県九谷焼美術館、北前船の里資料館、加賀市美術館、中谷宇吉
郎雪の科学館、魯山人寓居跡いろは草庵、九谷焼窯跡展示館、深田久弥山の文化館、鴨池
観察館、山中温泉芭蕉の館）の入館料、観覧料が無料となります。

11月3日 市内展観施設 加賀市 無料
加賀市文化振興課
0761-72-7988

石川県 金沢市 ②
子どもたちの豊かな心を育む
金沢地区フォーラム

多様な個性を持つ児童生徒が生き生きと学ぶ学校づくりについて、学校・家庭・地域社会の関
係者を対象に実践校発表、講演等を実施します。

11月4日 石川県地場産業振興センター
石川教育委員会
金沢教育事務所

無料
金沢教育事務所
076-245-6776

石川県 金沢市 ②
文教会館所蔵「外国語」教科書
のあゆみ展

教科書とその時代背景への理解・関心を深めていくことを目的に文教会館が所蔵する教科書
の中から「外国語」の教科書等を中心に展示します。

11月1日～7日 石川県文教会館 公益財団法人石川県文教会館 無料
【石川県文教会館ＨＰ】
http://www.bunkyo.or.jp/

石川県文教会館
076-262-7311

石川県 金沢市 ①,②,③ 教育史セミナー
鰀目敬氏による講演
演題「障害者権利条約と学校教育」

11月2日 石川県文教会館 公益財団法人石川県文教会館 無料
【石川県文教会館ＨＰ】
http://www.bunkyo.or.jp/

石川県文教会館
076-262-7311

石川県 金沢市 ①.② いしかわ教育功労者知事表彰
いしかわ教育の日を記念し、本県の教育行政等の充実と発展に寄与された方に、知事から
表彰状等を授与します。

11月1日
石川県庁行政庁舎
４階　特別会議室

石川県教育委員会
石川県教育委員会庶務課
076-225-1812

 参加は受賞者
に限られます

石川県 金沢市 ② 平成30年度永年勤続職員表彰式 勤務期間が満２５年に達した教育関係職員を表彰します。 11月2日 石川県地場産業振興センター 石川県教育委員会 無料
石川県教育委員会教職員課
076-225-1822

石川県 金沢市 ① 心の教育推進大会
心豊かな生き方に関する講演会（講師：佐久間レイ氏）、心の教育推進感謝状の贈呈、「親子
の手紙」の表彰と朗読などを行います。また、プレイベントとして手作りおもちゃ教室も実施し
ます。

11月3日 石川県地場産業振興センター 心の教育推進協議会 無料
http://www.pref.ishikawa.jp/kyoiku/sy
ougai/kyogikai/promotion.html

石川県教育委員会
生涯学習課
076-225-1839

石川県 金沢市 ① マナビィフェア in 本多の森
生涯学習に関する県民の理解を深め､生涯学び続ける気運を高めることを目的として､ふるさ
とふれあい講座、ファミリーカレッジin本多の森、本多の森シネマアーカイブ、本多の森映画
会､県民大学校実施機関作品展示、県民企画展示等を実施します。

10月26日～11月3日 石川県本多の森庁舎 石川県立生涯学習センター 無料
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-
c/manabi_fair.html

石川県立生涯学習センター
076-223-9571

石川県 金沢市 ① 平成30年度石川県図書館大会
各種表彰の後、「今ドキの日本語　広辞苑改訂から見た日本語の今」と題して、小説「舟を編
む」の取材協力をされた岩波書店辞典編集部副部長平木靖成氏による記念講演を行いま
す。

11月3日 石川県立図書館 石川県図書館協会 無料
http://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/i
ndex.html

石川県立図書館
企画協力グループ
076-223-9581

石川県 金沢市 ③
県指定文化財野々江本江寺
遺跡出土品秋季公開

全国的にもまれな平安時代の木製塔婆を展示します。 10月4日～11月4日 石川県埋蔵文化財センター 石川県埋蔵文化財センター 無料 http://www.ishikawa-maibun.jp/
石川県埋蔵文化財センター
076‐229‐4477

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

石川県 金沢市 ③
第65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部門の入選作品から、重要無形文化財保
持者(人間国宝)や受賞者などの秀作、地元北陸の作家を中心とした作品など約３５０点を展
示します。

10月26日～11月4日 　石川県立美術館
第65回日本伝統工芸展
金沢展実行委員会

一般700円（600円）、大学生400円
（300円）、高校生以下無料
※（）内は20名以上の団体料金

石川県教育委員会文化財課
076-225-1841

石川県 金沢市 ③ 古代の文房具づくり
硯を作り復元古窯で焼き上げます。また自分の住所等を古代風に改めて木簡に書きとめま
す。

10月27日～11月4日 石川県埋蔵文化財センター 石川県埋蔵文化財センター 無料 http://www.ishikawa-maibun.jp/
石川県埋蔵文化財センター
076‐229‐4477

石川県 金沢市 ③
能楽鑑賞事業
「ろうそく能」

本県に受け継がれる能楽について、初めての方にもわかりやすい解説付きで狂言「腰祈」とろ
うそく能｢鉄輪｣を鑑賞します。

11月2日 県立能楽堂本館
いしかわの伝統文化
活性化実行委員会

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/e
vent/2018kagahoushou.html

県立能楽堂
076-264-2598

石川県 金沢市 ③ 能楽体験事業
本県に受け継がれる能楽について、能楽師による仕舞、囃子、狂言体験や能舞台の裏側見
学などの能楽体験を実施します。

11月2日 県立能楽堂本館
いしかわの伝統文化
活性化実行委員会

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/e
vent/2018kagahoushou.html

県立能楽堂
076-264-2598

石川県 金沢市 ③
兼六園周辺文化の森
秋のミュージアムウィーク

兼六園周辺の各施設が連携し、講演会やワークショップ、朗読会、ミニコンサートなどの文化
イベントを集中的に開催します。

10月21日～11月4日 兼六園周辺の各文化施設
兼六園周辺文化の森等
活性化推進実行委員会

【兼六園周辺文化の森情報サイト】
http://kenrokuen-bunkanomori.com/

兼六園周辺文化の森等
活性化推進実行委員会
（文化振興課）

石川県 金沢市 ③
特別陳列
加賀藩の美術工芸Ⅱ

歴代藩主が収集してきた国宝《入道右大臣集》をはじめとする、美術工芸品を展示します。 10月18日～11月19日
石川県立美術館
(前田育徳会尊經閣文庫分館)

石川県立美術館
http://www.ishibi.pref.
ishikawa.jp

石川県立美術館
076-231-7580

石川県 金沢市 ③ 石川の文化財
国宝《剣　銘吉光》をはじめ、寺社が所蔵する文化財を公開することを目的に開催します。加
賀藩前田家の文化政策に起因する優れた文化財の数々を展示します。

10月18日～11月19日
石川県立美術館
(第2展示室)

石川県立美術館
http://www.ishibi.pref.
ishikawa.jp

石川県立美術館
076-231-7580

石川県 金沢市 ③ 画家とやきもの
画家にとってやきものは、絵付けなど制作意欲を刺激する素材です。洋画家中川一政、硲伊
之助、中村研一らが絵付けしたやきものをご覧ください。

10月18日～11月19日
石川県立美術館
(第5展示室)

石川県立美術館
http://www.ishibi.pref.
ishikawa.jp

石川県立美術館
076-231-7580

石川県 金沢市 ③
秋の優品選
【絵画・彫刻】

深まる秋にふさわしい、石川県立美術館所蔵の絵画、彫刻作品を展示します。 10月18日～11月19日
石川県立美術館
(第3・4・6展示室)

石川県立美術館
http://www.ishibi.pref.
ishikawa.jp

石川県立美術館
076-231-7580

石川県 金沢市 ③ 秋季特別展「歌舞伎衣裳　綺羅をまとう」
美しい装飾、奇抜なデザインの衣裳は、歌舞伎の魅力の一つです。金沢歌舞伎の隆盛を伝
える香林坊・福助座ゆかりの衣裳とともに、名優の衣裳や各地の地歌舞伎衣裳を一堂に公開
します。

9月22日～11月11日
石川県立歴史博物館
特別展示室
企画展示室

石川県立歴史博物館 http://ishikawa-rekihaku.jp/
石川県立歴史博物館
076-262-3236

料金：一般　800円
　　  大学生640円
　　　高校以下無料

石川県 金沢市 ③
開館五十周年記念　石川近代文学館　作家大
集合（後期展）

当館で収集・保管している約７０名にのぼる石川県ゆかりの作家全員の第一級の資料を厳選
し展示するとともに、芸術分野の作家の方々にも新たに展示作家となっていただき、明治から
平成までの石川の文学の広がりをご覧いただきます。

9月6日～11月25日
（石川四高記念文化交流館内）
石川近代文学館　2階
企画展示室1・2・3

公益財団法人石川近代文学館
(石川四高記念文化交流館内)

http://www.pref.ishikawa.jp/shiko-
kinbun/

石川近代文学館
(石川四高記念文化交流館内)
 076-262-5464

石川県 金沢市 ② 第１３回いしかわっ子駅伝交流大会
県内小学校５・６年生各校男女各１チームにより、１区間約１．５㎞をタスキでつなぐ駅伝交流
大会と個人記録会を実施します。

11月3日 西部緑地公園内特設周回コース 石川県、石川県教育委員会 無料
石川県県民文化スポーツ部
スポーツ振興課
076－225－1392

石川県 金沢市 ①
女性に対する暴力をなくすためのシンポジウム
～パープルサポートいしかわ開設から１年を経
て～

女性に対する暴力の根絶及び性暴力のない社会の実現に向けた意識啓発を目的としてシン
ポジウムを開催します。

11月3日 石川県女性センター
石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

無料
石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課
076-225-1376

石川県 金沢市 ①,③ 第５７回童話発表会 童話の発表や観賞を通して、こどもたちの豊かな心を育てます。 11月4日 いしかわ子ども交流センター
いしかわ子ども交流センター
石川県児童文化協会

無料
【いしかわ子ども交流センターHP】
http://www.i-oyacomi.net/i-kodomo

いしかわ子ども交流センター
076-243-6501

石川県 金沢市 ③
企画展「珠洲焼
〜黒灰色のかがやき〜」

鉄分の多い珠洲の土から生まれる美しい黒灰色が特徴の珠洲焼の企画展です。
珠洲焼創炎会の作家9名の個性的な作品を紹介します。

10月19日～12月10日 石川県立伝統産業工芸館 県立伝統産業工芸館 http://www.ishikawa-densankan.jp
石川県立伝統産業工芸館
076-262-2020

石川県 金沢市 ③
企画展「7Colors!!
-金沢仏壇7色の職人-」

七人の分業で作られる金沢仏壇の若手従事者を紹介します。工程ごとに光る高度な技術に
ついて理解を深めることができます。

第3展示室：
10月19日～12月10日
第4展示室：
10月20日～12月5日
※企画展最終日は15時まで

石川県立伝統産業工芸館 県立伝統産業工芸館 http://www.ishikawa-densankan.jp
石川県立伝統産業工芸館
076-262-2020

石川県 金沢市 ③
古典の日推進事業
古典に耳を傾ける

和楽器の演奏を行います。 11月3日
玉川図書館
公開ホール

金沢市立玉川図書館 無料
【金沢市図書館HP】
http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp

金沢市立玉川図書館
076-221-1960

石川県 金沢市 ③ 古典の日推進事業 「平家物語講座」と「薩摩琵琶弾き語り」を上演します。 11月3日
泉野図書館
オアシスホール

金沢市立泉野図書館 無料
【金沢市図書館HP】
http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp

金沢市立泉野図書館
076－280－2345

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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石川県 金沢市 ①,③
古典の日推進事業
狂言公演

「加賀宝生子ども塾」狂言教室の修了生による狂言公演です。 11月3日
玉川こども図書館
交流ホール

玉川こども図書館 無料
【金沢市図書館HP】
http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp

金沢市立玉川こども図書館
076-262-0415

石川県 金沢市 ③
古典の日推進事業
古典文学講座と演劇公演

能楽師の安田登氏による日本最古の歴史書「古事記」の講義と演劇公演です。 11月4日
金沢海みらい図書館交流ホール
３階地域情報フロア

金沢市立金沢海みらい図書館 無料
【金沢市図書館HP】
http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp

金沢市立
金沢海みらい図書館
076-266-2011

石川県 金沢市 ① 平成30年度金沢市市民大学講座（第5回講座）
吉川美代子さん（キャスター・アナウンサー・京都産業大学客員教授）の講演会です。<全6回
講座の5回目>

11月1日 金沢歌劇座 金沢市・金沢市教育委員会
【市民大学講座ＨＰ】
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/3902
6/kouza/

金沢市教育委員会
生涯学習課
076-220-2441

1,000円
（当日受付）

石川県 金沢市 ① ぷらっとキゴ山
プラネタリウムの観覧、水バルーンロケットの発射、キゴ山の農園で収穫したさつまいもを焼
きを体験します。
このことにより、宇宙及び里山について気軽に知ることができます。

11月4日
キゴ山ふれあい研修センター
こども交流棟

金沢市
キゴ山ふれあい研修センター

無料
【キゴ山ふれあい研修センター】
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/3905
9/event_info/event_info.html

金沢市キゴ山ふれあい
研修センター
076-229-1141

石川県 金沢市 ③
平成30年度金沢大学資料館特別展
「石の博物誌」

日本の国石「ヒスイ」並びに石川県の石である「あられ石」及び「珪藻土」を中心に，金沢大学
に収蔵されている石（鉱物）を展示し，紹介します。

9月19日～10月28日 金沢大学資料館 金沢大学資料館 無料 https://museum.kanazawa-u.ac.jp/
金沢大学資料館
076-264-5215

石川県 金沢市 ③
金沢大学資料館アウトリーチ展
「あのころの金沢大学　写真展」

かつて金沢大学のキャンパスがあった金沢城址，宝町，小立野等の懐かしい写真を展示しま
す。

10月19日～11月5日 金沢城公園河北門 金沢大学資料館 無料 https://museum.kanazawa-u.ac.jp/
金沢大学資料館
076-264-5215

石川県 金沢市 ①，③ 第55回金大祭 文化祭として，模擬店・講演会・展示発表・ライブ・映画上映等を開催します。 10月27日～28日 金沢大学角間キャンパス 金沢大学
https://www.kanazawa-
u.ac.jp/campuslife/extracurricular/reg
ional

金沢大学
学生部学生支援課
076-264-5166

参加は無料，
模擬店等一部は有料

石川県 金沢市 ② 金沢大学医学展
模擬病院，病院見学ツアー，人体迷路企画，学生応援企画等の体験を通して，「医学」や「医
薬保健学域」を身近に感じてもらうことなどを目的として開催する。

10月27日～28日 金沢大学宝町キャンパス 金沢大学医学展実行委員会 無料 http://igakuten.com/2018/
金沢大学
医薬保健系事務部学生課
076-265-2126

石川県 金沢市 ③ 第12回金沢大学ホームカミングデイ
本学の卒業生・修了生をご招待し，金沢大学の“今”をご覧いただくもの。「歓迎式典（学長歓
迎挨拶，特別講演等）」，「懇親交流会」を行う。

10月27日
金沢大学
角間キャンパス

金沢大学学友支援室 無料
http://www.adm.kanazawa-
u.ac.jp/ad_gakuyu/homecoming2018.ht
ml

金沢大学学友支援室
076-264-5081

石川県 金沢市 ① 金沢大学公開講座 一般市民を対象に公開講座を行います。 10月24日～11月23日
金沢大学角間キャンパス
または
金沢大学サテライト・プラザ

金沢大学地域連携推進センター
https://open-learning.crc.kanazawa-
u.ac.jp/

金沢大学総務部
地域連携推進課
076-264-5271

石川県 金沢市 ① 北陸4大学連携まちなかセミナー
北陸地区の国立大学法人(富山大学・北陸先端科学技術大学院大学・金沢大学・福井大学)
の4大学が連携して，一般市民を対象にセミナーを行います。

11月3日 金沢大学サテライト・プラザ 金沢大学ほか 無料
金沢大学総務部
地域連携推進課
076-264-5271

金沢大学担当回のみ
記載

石川県 金沢市 ②
平成30年度ふれてサイエンス＆
てくてくテクノロジー

理学系，工学系で行われている研究の一端を見学できるだけでなく，展示や体験コーナーを
通して，子供から大人まで楽しんでいただく企画盛りだくさんの行事です。

10月27日 金沢大学自然科学棟 金沢大学理工学域 無料
https://www.se.kanazawa-
u.ac.jp/adm/furete-science.html

金沢大学理工系事務部
総務課総務係
076-234-6821

石川県 金沢市 ② センター試験対策講座
高３生、高卒生、およびその保護者を対象とした無料公開講座です。
受験指導のプロ(本校の教員）がセンター試験直前２ヶ月の勉強法と得点ポイントを分かりや
すく説明します。

11月11日 金沢中央予備校 金沢中央予備校 無料
金沢中央予備校HP
http://www.chuo.urayama.ac.jp/kanaz
awa/

金沢中央予備校
076-221-8300

対象： 高３生、高卒
生、およびその保護者

石川県

金沢市
かほく市
内灘町
津幡町

①
親子収穫体験ツアー
in河北潟

河北潟の農産物や地域の魅力を再発見してもらうため、親子による収穫体験を実施します。 11月3日 河北潟干拓地内の農園
河北潟農産物ブランド化
推進連絡会

無料
【河北潟カタダカラＨＰ】
http://katadakara.com/info/?p=3385

河北潟農産物ブランド化
推進連絡会
金沢市農林水産局
農業水産振興課
076-220-2213

定員:18組36名
(予定)
事前申し込みが
必要

石川県 かほく市 ③ 第15回かほく市生涯学習フェスティバル
生涯学習活動を行っている方々の活動成果を発表の場として、河北台中学校周辺を会場に、
芸能発表や作品展示等を行います。

10月27日～28日 かほく市立河北台中学校周辺 かほく市教育委員会 無料
かほく市教育委員会
生涯学習課
076-283-7137

石川県 かほく市 ③
第15回かほく市生涯学習フェスティバル
（展示室無料開放）

かほく市生涯学習フェスティバルに合わせて展示室を無料開放します。 10月27日～28日 石川県西田幾多郎記念哲学館 石川県西田幾多郎記念哲学 無料
【西田幾多郎記念哲学館HP】
http://www.nishidatetsugakukan.org/

石川県西田幾多郎記念哲学館
076-283-6600

観覧料：
展示室のみ無料

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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石川県 かほく市 ③
第15回かほく市生涯学習フェスティバル
（展示室無料開放）

かほく市生涯学習フェスティバルに合わせて展示室を無料開放します。 10月27日～28日
うみっこらんど七塚
「海と渚の博物館」

うみっこらんど七塚
「海と渚の博物館」

無料
【うみっこらんど七塚HP】
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/um
ikko/

うみっこらんど七塚
076-283-8881

観覧料：
展示室のみ無料

石川県 かほく市 ① ブックスタート 4歳児健診に合わせて絵本の読み聞かせと絵本の贈呈をします。 11月1日 かほく市立中央図書館 かほく市立中央図書館 無料
【かほく市立中央図書館HP】
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/lib
rary/

かほく市立中央図書館
076-285-1377

石川県 かほく市 ① おはなし会 おはなしボランティアによるおはなし会を開催します。 11月4日 かほく市立中央図書館 かほく市立中央図書館 無料
【かほく市立中央図書館HP】
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/lib
rary/

かほく市立中央図書館
076-285-1377

石川県 かほく市 ① 調べる学習作品展 図書館を使った調べる学習コンクールの応募作品の優秀作品を展示します。 10月21日～11月4日 かほく市立中央図書館 かほく市立中央図書館 無料
【かほく市立中央図書館HP】
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/lib
rary/

かほく市立中央図書館
076-285-1377

石川県 かほく市 ① 手づくり絵本作品展 手づくり絵本作品の応募作品の優秀作品を展示します。 10月21日～11月4日 かほく市立中央図書館 かほく市立中央図書館 無料
【かほく市立中央図書館HP】
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/lib
rary/

かほく市立中央図書館
076-285-1377

石川県 川北町 ③ 川北町表彰式 教育、文化、自治、スポーツ賞の表彰を行います。 11月3日 川北町文化センター 川北町 無料
川北町教育委員会
076-277-1111

石川県 川北町 ③ 川北町文化の日記念講演 講師を招いて講演会を開催します。 11月3日 川北町文化センター 川北町 無料
川北町教育委員会
076-277-1111

石川県 小松市 ②
子どもたちの生きる力を育むつどい
in南加賀

地域の教育課題について、学校、家庭、地域社会の関係者によるワークショップを取り入れた
講演会等を実施します。（趣旨説明、講演等）

11月4日
小松市第一地区
コミュニティセンター

石川県教育委員会
小松教育事務所

無料
【小松教育事務所ＨＰ】
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/
komatsu/

小松教育事務所
0761－23－1710

石川県 小松市 ① 秋のクリーン大作戦 粟津公園内のごみを拾い、環境美化、環境教育をはぐくみます。 11月4日
いしかわ子ども交流センター
小松館

いしかわ子ども交流センター
小松館

無料
【いしかわ子ども交流センター小松館
HP】
http://i-oyacomi.net/komatsukan/

いしかわ子ども交流センター
小松館
0761-43-1075

石川県 小松市 ①､②
秋季特別展「鉄器化以前　～八日市地方遺跡
の鉄製鉇が語るもの～」

東アジア最古となる柄付鉄製鉇（やりがんな）の発見から、加賀地域の弥生社会における鉄
器化への動きを再考する展示です。

10月6日～12月2日 小松市埋蔵文化財センター 小松市埋蔵文化財センター
【小松市埋蔵文化財センター】
http://www.city.komatsu.lg.jp/maizoub
unkazaichousa/

小松市埋蔵文化財センター
0761-47-5713

料金：一般100円
高校生以下無料

石川県 小松市 ③ 企画展「宮本三郎の絵画世界」 初期から晩年まで通覧して宮本三郎作品を紹介します。 9月29日～12月9日 宮本三郎美術館 宮本三郎美術館 http://www.kcm.gr.jp
小松市立宮本三郎美術館
0761-20-3600

石川県 小松市 ③ 企画展「デッサン＆デッサン」 宮本三郎のデッサンとデッサン大賞展受賞作をあわせて紹介します。 9月29日～12月9日 宮本三郎美術館分館ふるさと館 宮本三郎美術館分館ふるさと館 http://www.kcm.gr.jp
宮本三郎ふるさと館
0761-43-3032

石川県 小松市 ② 第20回小松市小学生駅伝大会
4年生以上6年生まで1チーム5人が1.3kmを走る駅伝を通じて仲間と協力しあい連帯感を深め
ます。

11月3日 小松運動公園
公益社団法人
小松市スポーツ協会

無料
【小学生駅伝HP】
http://www.city.komatsu.lg.jp/6869.ht
m

公益社団法人
小松市スポーツ協会
0761-23-5961

石川県 小松市 ① ﾁｪﾝﾊﾞﾛ演奏会 絵本とともにチェンバロの音色を楽しみます。 11月3日 絵本館ホール「夢の本棚」 空とこども絵本館 無料
【空とこども絵本館】
www.city.komatsu.lg.jp/soratokodomoe
honkan/

空とこども絵本館
0761-23-0033

石川県 小松市 ③ 第22回 小松市民茶会
毎年11月3日の文化の日に開催しています。今年は、芦城公園内の茶室「仙叟屋敷ならびに
玄庵」にて煎茶松月流、「市民ギャラリー ルフレ」にて裏千家がお茶席を設けます。

11月3日
仙叟屋敷ならびに玄庵、
市民ギャラリールフレ

小松市民茶会実行委員会
【第22回 市民茶会】
http://www.city.komatsu.lg.jp/11609.h
tm

小松市観光文化課
0761-24-8076

石川県 小松市 ①
資料展示「明治150年特集
明治の小松」

明治150年を記念して小松市の明治時代に関する資料の展示をします。 10月5日～11月20日 小松市立図書館 小松市立図書館 無料
【小松市立図書館】
http://www.city.komatsu.lg.jp/toshoka
n

小松市立図書館
0761-24-5311

石川県 小松市 ① 「此処二生キル」 ー尾小屋鉱山盛衰記ー
明治初期から昭和37年の80年余を、尾小屋鉱山で生き働いた人々の姿を写真や資料で展示
します。

7月1日～11月13日
石川県立尾小屋鉱山
資料館2Ｆ

石川県立尾小屋鉱山 無料
石川県立尾小屋鉱山資料館
0761-67-1122

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



190

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

石川県 小松市 ③ 三味線に触れてみよっさ
細棹三味線の演奏を体験します。
①14時～　②16時～　各3名ずつ

11月3日 こまつ曳山交流館みよっさ こまつ曳山交流館みよっさ 無料
こまつ曳山交流館みよっさ
0761-23-3413

要事前申し込み
(先着順)
所要時間：30分
対象：小学生以上、初
心者

石川県 小松市 ① 特別企画「宇宙ナビ（仮）」 宇宙服に関する講演会と、宇宙エレベーターに関する番組上映・ワークショップを行います。 11月4日 サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館 無料
【サイエンスヒルズこまつ　ひとともの
づくり科学館】
https://science-hills-komatsu.jp/

ひととものづくり科学館
0761-22-8610

石川県 小松市 ① こども将棋教室 将棋を通して先を読む力や礼儀作法を学びます。 11月3日 第一地区コミュニティセンター 市立第一公民館
小松市立第一公民館
0761-23-2414

受講料１回につき
子ども100円
全２２回

石川県 小松市 ① ハングル講座 12回コースの初級ハングル講座です。 11月7日 国府公民館 市立国府公民館
小松市立国府公民館
0761-47-0342

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全１２回

石川県 小松市 ① 子ども絵画教室 子どもの発想力を生かし、描くコツを学びます。 11月2日
南部公民館
1階視聴覚室

市立南部公民館
小松市立南部公民館
0761-43-3911

受講料１回につき
子ども100円
全８回

石川県 小松市 ① 着物着付け教室 着物を通し、美と礼の心を習得します。 11月6日
南部公民館
1階和室

市立南部公民館
小松市立南部公民館
0761-43-3911

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全８回

石川県 小松市 ① 健康ヨーガ教室 「体操」・「呼吸」・「瞑想」この3つの要素で体と心を健康にします。 11月7日
南部公民館
1階視聴覚室・会議室

市立南部公民館
小松市立南部公民館
0761-43-3911

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全１６回

石川県 小松市 ① 健康体操教室 ストレッチ体操やレクレーションで楽しく体を動かします。 11月7日
南部公民館
1階視聴覚室・会議室

市立南部公民館
小松市立南部公民館
0761-43-3911

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全１６回

石川県 小松市 ① 健康体操教室 楽しく笑顔いっぱいで身体を動かし健康づくり、体力維持を図ります。 11月6日 ふれあい松東体育館 市立松東公民館
小松市立松東公民館
076)-46-1433

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全２４回

石川県 小松市 ① 歴史文化教室（視察研修） 郷土の歴史や自然を学び幅広く文化に親しみます。 11月7日 金沢市内 市立松東公民館
小松市立松東公民館
076)-46-1433

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全２回

石川県 小松市 ① 健康ヨーガ教室 ｢体｣と｢心｣を健康にします。 11月6日 西部地区体育館 市立安宅公民館
小松市立安宅公民館
0761-22-5764

受講料１回につき
大人200円
子ども100円

石川県 小松市 ① 初心者のための太極拳教室 全身ストレッチ、足腰の強化をはかり、バランス感覚回復・健康増進と健康を保ちます。 11月7日 西部地区体育館 市立安宅公民館
小松市立安宅公民館
0761-22-5764

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全１５回

石川県 小松市 ① シルバー健康体操教室
音楽に合わせた健康体操やスポーツ、レクリエーションを通して地域の高齢者の健康維持・
増進を図ります。

11月1日 松陽地区体育館 市立松陽公民館
小松市立松陽公民館
0761-23-6585

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全２３回

石川県 小松市 ① 太極拳教室
深い呼吸とゆっくりした全身運動で足腰の強化やバランス感覚を回復させ、健康の保持増進
を図ります。

11月2日 松陽地区体育館 市立松陽公民館
小松市立松陽公民館
0761-23-6585

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全１８回

石川県 小松市 ① ピラティス教室 ピラティスを通じて地域住民の健康保持・増進を図ります。 11月7日 松陽地区体育館 市立松陽公民館
小松市立松陽公民館
0761-23-6585

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全１２回

石川県 小松市 ① リフレッシュ体操教室 ストレッチ体操と曲にあわせて身体を動かし自分にあった体力づくりを行ないます。 11月2日 板津地区体育館 市立板津公民館
小松市立板津公民館
0761-23-7747

受講料１回につき
大人200円
子ども100円

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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石川県 小松市 ① 健康太極拳教室 ゆっくりした全身運動で足腰の強化、バランス感覚を回復させます。 11月6日 板津地区体育館 市立板津公民館
小松市立板津公民館
0761-23-7747

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全２４回

石川県 小松市 ① 書道教室 基本から応用までを楷書、草書、かなの筆づかいを学びます。 11月7日
板津公民館
研修室

市立板津公民館
小松市立板津公民館
0761-23-7747

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全１６回

石川県 小松市 ① パソコンルーム パソコン初級編からチャレンジします。 11月1日
丸内中学校
１階集会室

市立稚松公民館
小松市立稚松公民館
0761-24-5805

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全３回

石川県 小松市 ① メンズルーム ダンディズム人生の「ジェントルマンに」をテーマに食講座中華まん作りを実施します。 11月5日
丸内中学校
１階集会室

市立稚松公民館
小松市立稚松公民館
0761-24-5805

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全６回

石川県 小松市 ① バスピク のりもののまち小松をめぐるふるさと再発見教室、バスに乗って見学に行きます。 11月6日 丸八製茶場 市立稚松公民館
小松市立稚松公民館
0761-24-5806

受講料１回につき
大人200円
子ども100円
全６回

石川県 小松市 ①
明治150年　特別展
『工芸の冒険』
「か・た・ちをめぐる冒険」

東京国立近代美術館工芸館移転連携事業として、同館所蔵品の楽しくユニークな作品を紹
介する展覧会です。

9/29～11/18
9:00～17:00
（入館は16:30まで）

小松市立本陣記念美術館
小松市・東京国立近代美術館
共催：石川県

【本陣記念美術館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/honjinkinen/

小松市立本陣記念
美術館
0761-22-3384

3館同時開催
共通入館料

石川県 小松市 ①

明治150年　特別展
『工芸の冒険』
「きらめく色の冒険ー錦山窯と吉田美統の仕
事ー」

明治に開窯した人錦山窯の歴史とその三代目の吉田美統（人間国宝）の釉裏金彩をはじめと
する仕事を振り返る特別展です。

9/29～11/18
9:00～17:00
（入館は16:30まで）

小松市立博物館 小松市
【小松市立博物館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/hakubutsukan/

小松市立博物館
0761-22-0714

3館同時開催
共通入館料

石川県 小松市 ①
明治150年　特別展
『工芸の冒険』
「若き陶芸家たちの冒険-九谷ＮＯＷ－」

色と形にこだわり製作する若手九谷焼作家14人の作品を伝統的町家で紹介します。
9/29～11/18
9:00～17:00
（入館は16:30まで）

小松市立錦窯展示館 小松市
【小松市立錦窯展示館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/nishikigama/

小松市立博物館
0761-22-0714

3館同時開催
共通入館料

石川県 小松市 ① ギャラリートーク 展覧会の見所を学芸員が解説します。
11/4
10:00～/14:00～

小松市立本陣記念美術館 小松市立本陣記念美術館
【本陣記念美術館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/honjinkinen/

小松市立本陣記念
美術館
0761-22-3384

要入館料

石川県 小松市 ① 陶房見学と絵付け体験 錦山窯と周辺の陶房を散策＆見学します。九谷の絵付けを楽しむツアーです。
11/7
9:00～15:00

高堂町
能美市九谷焼陶芸館

小松市立博物館
【小松市立博物館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/hakubutsukan/

小松市立博物館
0761-22-0714

10/10より受付開示
先着順

石川県 志賀町 ①、③ 第14回志賀町文化祭 記念式典、ジュニア音楽祭、舞台発表、文化協会・一般応募作品の展示 11月2日～4日 富来活性化センター
志賀町及び
志賀町教育委員会

無料
志賀町教育委員会
生涯学習課
0767-32-9350

3日　記念式典
  　 ジュニア音楽祭
   　舞台発表
2～4日　作品展示

石川県 珠洲市 ③ 第48回珠洲市文化祭
市内の芸術芸能文化団体による美の祭典です。お茶席・生花展などの芸術展と民謡・舞踊な
どの芸能まつりに分かれて開催します。

11月2日～3日
ラポルトすず、珠洲商工会議所、
飯田わくわく広場

珠洲市文化協会 無料
珠洲市文化協会事務局
（珠洲市教育委員会事務局）
0768-82-7826

石川県 津幡町 ③ 第61回津幡町文化展覧会
町の一般募集による文化展覧会。およそ20のジャンルから約500点の作品を展示します。併
せてお茶会も開催します。

11月1日～3日
津幡町文化会館「シグナス」、
サンライフ津幡

無料
津幡町教育委員会
生涯教育課
076-288-2125

石川県 津幡町 ① ミニおはなし会リレー パネルシアター、絵本の読み聞かせ、紙芝居などを行います。 10月27日～11月9日 津幡町立図書館 無料
津幡町立図書館
076-288-2126

石川県 津幡町 ①
図書を使った調べる学習
コンクール作品展

図書館を使った調べる学習コンクールの入賞作品を展示します。 10月27日～11月9日 津幡町立図書館 無料
津幡町立図書館
076-288-2126

石川県 津幡町 ③
第4７回津幡町子ども会
作品展

町内小学校の児童による絵や習字等の作品を展示します。 11月1日～3日 サンライフ津幡 無料
津幡町教育委員会
生涯教育課
076-288-2125

石川県 津幡町 ① 津幡町・津幡町教育委員会表彰贈呈式 文化功労賞・スポーツ賞・教育奨励費・スポーツ奨励賞等の表彰を行います。 11月3日 津幡町文化会館「シグナス」 無料
津幡町教育委員会
教育総務課
076-288-8508

石川県 津幡町 ③ さざなみ大学第7回 人権擁護について講師を招いて学びます。 11月1日 井上公民館 無料
津幡町井上公民館
076-289-2436

石川県 津幡町 ③ さざなみウォーク 井上の歴史と文化遺産をめぐります。 11月4日 井上公民館 無料
津幡町井上公民館
076-289-2436

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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石川県 津幡町 ③
英田園芸愛好会・菊花展
英田公民館・文化展

園芸愛好会菊花展・盆栽展・サークル手芸展・子ども書道展などを開催します。 11月2日～4日 英田公民館 無料
津幡町英田公民館
076-288-5995

石川県 津幡町 ③ 笠野文化展
幅広い世代の地域住民による作品（絵画、書道、手芸など）の展示および「花嫁のれん展」等
の企画展を行います。

11月4日 笠野公民館 無料
津幡町笠野公民館
076-288-0760

石川県 津幡町 ②，③ オープン・カレッジ２０１8
受験生を対象に学科見学ツアーや個別進学相談会，一般教育科および各学科の展示・企画
を開催します。

11月3日～4日 石川工業高等専門学校 石川工業高等専門学校 無料
https://www.ishikawa-
nct.ac.jp/navi/open/

学生課入学試験係
076-288-8024

石川県 中能登町 ②
Let’s get together
 豊かな心を育むつどい　in　中能登

地域の教育課題について､学校､家庭､地域社会の関係者による実践事例発表､講演、意見
交換会等を実施します。

11月4日
中能登町立　鹿島小学校
２Fランチルーム

石川県教育委員会
中能登教育事務所
中能登町教育委員会

無料
中能登教育事務所
0767-52-2000

石川県 中能登町 ③ 中能登町文化まつり
文化芸術活動を通した交流、発表の場とする。（保育園、小中学校文化協会会員作品展、芸
能発表等）

11月2日～3日 ラピア鹿島、カルチャセンター飛翔 中能登町文化協会 無料
中能登町教育委員会
生涯学習課
0767－76－2024

石川県 七尾市 ① 秋をつくろう 自然の物を使ってオブジェを作ります。 11月3日
いしかわ子ども交流センター
七尾館

いしかわ子ども交流センター
七尾館

無料
【いしかわ子ども交流センター七尾館
HP】
http://www.oyacomi.net/nanao/

いしかわ子ども交流
センター七尾館
0767-53-3396

石川県 七尾市 ③
ガラスのうつわ
～手から生まれる暮らしのかたち

暮らしに寄りそううつわに見る作家たちのかたち・表現をとおして、ガラスのうつわの現在を探
ります。

7月28日～11月4日 石川県能登島ガラス美術館 公益財団法人七尾美術財団
【石川県能登島ガラス美術館】
http://nanao-af.jp/glass/

石川県能登島ガラス
美術館
0767-84-1175

石川県 七尾市 ③ 2018イタリア・ボローニャ国際絵本原画展
国内外の絵本の展示、子ども向けの絵本づくりワークショップ、紙芝居、人形劇の開催を予定
しています。

11月2日～12月9日 石川県七尾美術館 公益財団法人七尾美術財団
【石川県七尾美術館】http://nanao-
art-museum.jp/

石川県七尾美術館
0767-53-1500

石川県 七尾市 ③ 映像で見る無名塾劇世界 無名塾公演の映像上映。上映後、仲代達矢氏のトークが楽しめます。 11月3日～4日 能登演劇堂
公益財団法人
演劇のまち振興事業団

【能登演劇堂】
https://www.engekido.com/

公益財団法人演劇の
まち振興事業団
0767-66-2323

石川県 七尾市 ③
第14回七尾市民文化祭
（画友会“風”）

日本画の展覧会です。 10月29日～11月1日 フォーラム七尾 七尾市文化協会 無料
七尾市文化協会
0767-53-0596

石川県 七尾市 ③
第14回七尾市民文化祭
（山原昌娃着付学院）

着物の着付ショーです。 11月3日
フォーラム七尾
多目的ホールほか

七尾市文化協会 無料
七尾市文化協会
0767-53-0596

石川県 七尾市 ③
第14回七尾市民文化祭
（日本皐月協会能登支部、
七尾山草会七鹿盆栽会）

盆栽、さつき、山野草の展示を行います。 11月3日～4日
能登食祭市場
パーラーのと

七尾市文化協会 無料
七尾市文化協会
0767-53-0596

石川県 七尾市 ③
第14回七尾市民文化祭
（七尾菊花会）

菊の展覧会を行います。 11月1日～3日
矢田郷地区コミュニティ
センタープロムナード

七尾市文化協会 無料
七尾市文化協会
0767-53-0596

石川県 七尾市 ③
第14回七尾市民文化祭
（七尾市華道協会）

様々な流派による合同のいけ花展です。 11月2日～3日
七尾市文化ホール
会議室

七尾市文化協会 無料
七尾市文化協会
0767-53-0596

石川県 七尾市 ③
第14回七尾市民文化祭
（七尾茶道会）

お茶会で茶道を楽しみます。 11月3日
矢田郷地区コミュニティ
センター茶室ほか

七尾市文化協会
七尾市文化協会
0767-53-0596

お茶席料1500円

石川県 七尾市 ③
第14回七尾市民文化祭
（能登ピアノレスナー会）

ピアノのコンサートを行います。 11月3日～4日
七尾市文化ホール
大ホール

七尾市文化協会 無料
七尾市文化協会
0767-53-0596

石川県 七尾市 ③
第14回七尾市民文化祭
（ルビーフォーク）

フォークダンスを楽しみます。 11月4日
矢田郷地区コミュニティ
センター多目的ホール

七尾市文化協会 無料
七尾市文化協会
0767-53-0596

石川県 七尾市 ③
第14回七尾市民文化祭
（能登島支部）

作品展示や芸能発表を行います。 11月4日
能登島地区コミュニティ
センター

七尾市文化協会 無料
七尾市文化協会
0767-53-0596

石川県 七尾市 ③ 雑誌バザー
保存期間を過ぎた雑誌のバザーを行い、資料の有効利用と図書館を訪れる機会づくりを図り
ます。

10月26日～11月10日 七尾市立図書館 七尾市立図書館
【七尾市立図書館】
http://lib.city.nanao.lg.jp/

七尾市立図書館
0767-53-0583

1冊10円
（1日ひとり1回5冊ま
で）

石川県 能登町 ①
石川県柳田星の観察館
「満天星」プラネタリウム無料デー

プラネタリウムを無料でご利用いただけます。 11月3日
石川県柳田星の観察館
「満天星」

石川県柳田星の観察館
「満天星」

無料
【石川柳田星の観察館「満天星」】
http://mantenboshi.jp

石川県柳田星の
観察館「満天星」
0768-76-0101

石川県 野々市市 ①、③
野々市市・教育委員会表彰贈呈式、
野々市市文化協会・
野々市市体育協会表彰贈呈式

野々市市表彰、教育委員会表彰（教育功労・教育振興）、文化協会・体育協会表彰（文化功
労・文化振興・文化奨励・体育功労・スポーツ賞）等の表彰式を行います。

11月3日
情報交流館
カメリア

野々市市、野々市市教育委員会 無料
野々市市
教育委員会教育総務課
076-227-6113

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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石川県 野々市市 ①
心とカラダ･自然によりそうお料理教室
～美人Foodクッキング～

美人Food研究家･栄養士の菊地代緒恵氏による料理教室です。 11月4日
学びの杜ののいち カレード
野々市市民学習センター

学びの杜ののいち カレード 参加費　1,000円
学びの杜ののいち カレード
076-248-8099

石川県 野々市市 ① 陶芸教室 初心者から上級者まで、参加者のレベルに合った作陶ができる定期的な教室です。 11月3日、10日、17日、24日
学びの杜ののいちカレード
野々市市民学習センター

学びの杜ののいち カレード 参加費　月 5,000円
学びの杜ののいち カレード
076-248-8099

石川県 野々市市 ① Kaleid LIVE vol.2 石川フィルハーモニックウィンズによる演奏会です。 11月4日
学びの杜ののいちカレード
野々市市民学習センター

学びの杜ののいち カレード 無料
学びの杜ののいち カレード
076-248-8099

石川県 野々市市 ① おはなし会 子どもたちに紙芝居や絵本の読み聞かせを行います。 11月6日
学びの杜ののいちカレード
野々市市立図書館

野々市市立図書館 無料
学びの杜ののいち カレード
076-248-8099

石川県 野々市市 ① ののいちマナビィフェスタ2018 音楽祭や芸能民謡祭、作品展示をとおして生涯学習の充実を目指します。 10月27日～11月4日

文化会館フォルテ、
学びの杜ののいち カレード、
情報交流館カメリア、
郷土資料館ほか

野々市市中央公民館
野々市市
教育委員会生涯学習課
076-227-6116

参加費要のワーク
ショップ有

石川県 野々市市 ③
平成30年度野々市市埋蔵文化財企画展
徳用の歴史～地下に眠る古の息吹～

野々市北西部地域に広がる縄文時代から近世にかけての「徳用クヤダ遺跡」について紹介し
ます。

9月26日～11月4日
野々市市ふるさと
歴史館

野々市市教育委員会 無料
野々市市ふるさと歴史館
076-246-0133

石川県 能美市 ① 九谷焼上絵付入門講座 九谷焼和絵具を用いて、オリジナルの図案で絵付けします。 11月3日
石川県立
九谷焼技術者自立支援工房

石川県立九谷焼技術研修所
石川県立九谷焼技術研修所
0761-57-3340

次のどちらかの時間
で受講、各部1500円
(教材費等)、10/26ま
でに要電話予約(先着
順)
・午前の部(15名) 9:00
～12:00
・午後の部(15名)
13:00～16:00

石川県 能美市 ③
第14回能美市総合文化
（展示部門）

能美市文化協会所属の各団体の会員作品を展示します。
お茶会や将棋大会、菊の販売なども同時に行います。

11月2日～11月4日
根上総合文化会館、
根上学習センター、寺井図書館

能美市文化協会 無料
能美市教育委員会
生涯学習課
0761-58-2272

石川県 能美市 ③
第14回能美市総合文化祭
（発表部門）文化協会合同公演

能美市文化協会所属の各団体が日頃の練習の成果を披露します。 11月4日 根上総合文化会館 能美市文化協会 無料
能美市教育委員会
生涯学習課
0761-58-2272

石川県 羽咋市 ③
いしかわ伝統芸能体験教室in羽咋市
発表会

石川の豊かな伝統芸能を気軽に体験し、身近に感じていただく「いしかわ伝統芸能体験教室
in羽咋市」に参加した小中学生による発表会を開催します。練習の成果をぜひご覧ください。

11月3日 コスモアイル羽咋 石川県 無料

【いしかわ伝統芸能体験教室in羽咋市
HP】
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/e
vent/dentoutaikenhakui.html

石川県文化振興課
076-225-1371

石川県 羽咋市 ③ 羽咋市文化祭
文化協会加盟の１３団体が、日頃の文化活動（作品展、茶会、芸能、吟道祭等）の発表等を
行います。

11月3日～4日 羽咋体育館　ほか5会場
羽咋市、
羽咋市教育委員会、
羽咋市文化協会

無料
羽咋市教育委員会
生涯学習課
0767-22-9331

石川県 羽咋市 ①
図書館を使った調べる学習コンクール
入賞作品展示

コンクールの入賞作品を展示します。 10月27日～11月11日 羽咋市立図書館 羽咋市立図書館 無料
羽咋市立図書館
0767-22-9777

石川県 羽咋市 ① 小学校「国語」教科書のあゆみ展 「戦後の教科書」と「現代の教科書」を展示します。 10月27日～11月11日 羽咋市立図書館 羽咋市立図書館 無料
羽咋市立図書館
0767-22-9777

石川県 羽咋市 ① おはなし会＆ミニ工作 絵本の読み聞かせと紙芝居、工作を行います。 11月3日 羽咋市立図書館 羽咋市立図書館 無料
羽咋市立図書館
0767-22-9777

石川県 羽咋市 ①,③ 古代米試食会・勾玉づくり
古代米の土器炊飯の実演と、炊き上がった古代米の試食を行います。滑石を使った勾玉づく
り体験も行います。

11月3日 羽咋市歴史民俗資料館
羽咋市
教育委員会

無料
【羽咋市歴史民俗資料館】
http://www3.city.hakui.ishikawa.jp/rek
imin/

羽咋市教育委員会
文化財室/歴史民俗資料館
0767-22-5998

石川県 白山市 ①,③,④
秋季企画展(写真展)
「トチの実を食べる」

トチの実の利用の歴史や方法について紹介します。 9月30日～11月25日 白山ろく民俗資料館 白山ろく民俗資料館
http://www.pref.ishikawa.jp/hakusanm
inzoku/index.html

石川県立
白山ろく民俗資料館
076‐259‐2665

別途入場料が必要で
す。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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石川県 白山市 ① 中宮ガイドウォーク
中宮展示館周辺の自然観察路をガイドと一緒に散策し、自然の不思議や先人の知恵など、
白山のいろいろな魅力を再発見します。

11月3日～4日 中宮展示館 石川県白山自然保護センター 無料
【白山自然保護センターHP】
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan
/

石川県白山自然保護
センター
076-255-5321

石川県 白山市 ① 市ノ瀬ガイドウォーク
市ノ瀬ビジターセンター周辺にある自然観察路をガイドと一緒に散策し、自然の不思議や先
人の知恵など、白山のいろいろな魅力を再発見します。

11月3日～4日 市ノ瀬ビジターセンター 石川県白山自然保護センター 無料
【白山自然保護センターHP】
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan
/

石川県白山自然保護
センター
076-255-5321

石川県 白山市 ① 秋の図書館映画会 秋の読書週間の時期に合わせ、子ども向けの映画を上映します。 11月3日
白山市学習センター2階
ライブシアター

松任図書館 無料 http://lib.city.hakusan.ishikawa.jp/
白山市立松任図書館
076-274-9877

石川県 白山市 ①
企画展「白山・手取川流域の
明治維新」

手取川扇状地に位置する松任・美川・鶴来地域を中心に、幕末から明治初期までの出来事を
紹介します。

10月5日～12月16日 白山市立博物館 白山市立博物館
大人200円
高校生100円
中学生・障害者無料

【白山市立博物館】
http://www.hakusan-
museum.jp/hakubutukan/

白山市立博物館
076-275-8922

石川県 白山市 ①
スポット展示「平安のドラマ・
横江荘は語る」

東大寺領横江荘1200年を記念し、昭和45年以来48年、25次にわたる調査成果をふまえ、関
連する写真資料や出土遺物を展示します。

10月5日～11月11日 白山市立博物館 白山市立博物館
大人200円
高校生100円
中学生・障害者無料

【白山市立博物館】
http://www.hakusan-
museum.jp/hakubutukan/

白山市立博物館
076-275-8922

石川県 白山市 ①,③
特別展「生誕125年 中川一政展
-ひねもす走りおおせたる者-」

白山市ゆかりの画家中川一政(文化勲章受章者)の油彩画でその画業を辿ると共に、晩年精
力的に取り組んだ書や陶芸にもスポットを当て、日々、そして生涯を全力で生き抜いた姿勢を
紹介します。

9月8日～11月25日
白山市立松任
中川一政記念美術館

白山市立松任
中川一政記念美術館

大人300円、高校生200円、
中学生以下・障害者無料

【松任中川一政記念美術館】
http://www.hakusan-
museum.jp/nakagawakinen

松任中川一政
記念美術館
076-275-7532

11月5日（月曜日）は
休館日

石川県 白山市 ①,③ 第43回金城祭

学園祭では以下のイベントを主に予定しています。
○模擬店、ゲストライブ等各種イベント
○研究活動成果報告会（ポスターセッション）、作品展示
○進学相談会

10月20・21日 金城大学　笠間キャンパス 金城大学・金城大学短期大学部

大学HP：
http://www.kinjo.ac.jp/ku/
短期大学部HP：
http://www.kinjo.ac.jp/kjc/

教学支援部
℡076-276-4400（代）

詳細は随時ホーム
ページにておしらせし
ます。

石川県 白山市 ① アカデミア金城2018展+研究生展
金城大学短期大学部美術学科教員と美術学科研究生が制作した作品（絵画、彫刻、デザイ
ン、映像、マンガ、イラストレーション、染め、陶芸）による展覧会を開催します。

10月21日～11月4日 金城学園白山美術館 金城大学短期大学部 無料 http://www.kinjo.ac.jp/kjc/museum/
美術学科
℡076-276-4411（代）

毎週火曜日休館
正午～16時開館

石川県 白山市 ① 地域美術研究成果展
金城大学短期大学部美術学科1年生が合宿研修を行い、文化遺産、自然遺産への理解を深
めることをテーマに、野外スケッチや取材をし、それをもとに各コースの特色を活かした作品を
制作し、作品展示会を開催します。

11月11日～25日 金城学園白山美術館 金城大学短期大学部 無料 http://www.kinjo.ac.jp/kjc/museum/
美術学科
℡076-276-4411（代）

毎週火曜日休館
正午～16時開館

石川県 白山市 ① 第13回保健・医療・福祉創造フォーラム 北國新聞社との共催で講演会、シンポジウムを開催します。 11月24日 金城大学　笠間キャンパス 金城大学 無料
http://www.kinjo.ac.jp/common/pub_le
c/kouza.html

総務企画部
℡076-276-4400（代）

詳細は随時ホーム
ページにてお知らせし
ます。

石川県 白山市 ① 平成30年度公開講座　第18回

本学が持つ教育資源を広く地域社会に開放し、地域の皆様に学習の機会を提供するとともに
交流を深める事業として開催しています。
第18回演題：「母性看護学」
概要：妊娠期をさわやかに過ごし安産を目指す運動とリラクセーションと胎児愛着形成
備考（定員等）：妊娠13週以降の妊婦とパートナー

10月27日 金城大学　松任キャンパス 金城大学・金城大学短期大学部 無料
http://www.kinjo.ac.jp/common/pub_le
c/kouza.html

総務企画部
℡076-276-4400（代）

開催の1週間前までに
ご連絡ください。

石川県 白山市 ① 平成30年度公開講座　第19回

本学が持つ教育資源を広く地域社会に開放し、地域の皆様に学習の機会を提供するとともに
交流を深める事業として開催しています。
第19回演題：「マンガ表現と日本のサブカルチャー」
概要：マンガやアニメには、娯楽的要素としてわかりやすく派手な表現が多い一方で、読み方
や楽しみ方を踏まえて読まないと読めない作品も多くあります。マンガはなぜ面白いのか、な
ぜ描きたくなるのか。描かれるテーマや表現を美術的観点から解説します。

11月10日 金城大学　笠間キャンパス 金城大学・金城大学短期大学部 無料
http://www.kinjo.ac.jp/common/pub_le
c/kouza.html

総務企画部
℡076-276-4400（代）

開催の1週間前までに
ご連絡ください。

石川県 白山市 ① 平成30年度公開講座　第20回

本学が持つ教育資源を広く地域社会に開放し、地域の皆様に学習の機会を提供するとともに
交流を深める事業として開催しています。
第20回演題：「運動で健康づくり ―自分に合ったトレーニングを見つけよう―」
概要：筋肉の衰え（サルコペニア）や骨や関節などの運動機能の衰え（ロコモティブシンドロー
ム）を防ぐには適切な運動が不可欠です。具体的な運動の目的と効果を学んで、自分に合っ
たトレーニングを楽しく実践する機会を作ります。
備考（定員等）：60歳以上の方、定員20人

11月24日 金城大学　笠間キャンパス 金城大学・金城大学短期大学部 無料
http://www.kinjo.ac.jp/common/pub_le
c/kouza.html

総務企画部
℡076-276-4400（代）

定員に達したため、申
込みを締め切りまし
た。

石川県 宝達志水町 ① 宝たちビジネスアカデミー
小学生が会社の設立から、商品開発、販売、決算、解散までの商売の一連の流れを体験しま
す。模擬店を設置し、実践販売をします。

11月3日
宝達志水町生涯学習センター
さくらドーム21

生涯学習課
宝達志水町
教育委員会生涯学習課
0767-29-8320

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

石川県 宝達志水町 ③ 宝達志水町文化祭
保育所、小中学校、文化協会、一般応募等の作品を展示します。また、芸能発表会等も開催
します。

11月2日～4日
宝達志水町生涯学習センター
さくらドーム22、
役場庁舎

生涯学習課
宝達志水町
教育委員会生涯学習課
0767-29-8320

石川県 輪島市 ② 心豊かでたくましい能登っ子を育む集い
地域の教育課題について、学校、家庭、地域社会の関係者による意見交換会等を実施しま
す。（実践事例発表、講演、意見交換会）

11月4日 奥能登行政センター 石川県奥能登教育事務所 無料
【奥能登教育事務所HP】
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/
wajima/index.html

奥能登教育事務所
0768-26-2340

石川県 輪島市 ① 読書週間ポスター展 市内の小学生による読書普及と推進をテーマにしたポスターを展示します。 10月26日～11月14日 輪島市立図書館 輪島市立図書館 無料

【輪島市立図書館ＨＰ】
 
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/do
cs/lib/

輪島市立図書館
0768-22-2926

石川県 輪島市 ①
「2018年主な文学賞受賞作品」及び「子どもに読
んであげたい『よい絵本』」の展示

テーマに沿った本の展示・貸出をします。 10月26日～11月30日
輪島市立図書館
輪島市立門前図書館

輪島市立図書館
輪島市立門前図書館

無料

【輪島市立図書館ＨＰ】
 
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/do
cs/lib/

輪島市立図書館
0768-22-2926

石川県 輪島市 ① わじまどくしょスタンプラリー
小学生以下を対象に、本を借りるごとに「スタンプラリーカード」にスタンプを１個押印し、30冊
読んだら記念品を贈ります。

10月1日～12月9日
輪島市立図書館
輪島市立門前図書館
輪島市立図書館町野分館

輪島市立図書館 無料

【輪島市立図書館ＨＰ】
 
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/do
cs/lib/

輪島市立図書館
0768-22-2926

石川県 輪島市 ① ふるさと門前川柳優秀作品展 門前地区の小中学生対象にふるさとをよんだ川柳作品を展示します。 10月21日～11月7日 輪島市立門前図書館 輪島市立門前図書館 無料

【輪島市立図書館ＨＰ】
 
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/do
cs/lib/

輪島市立門前図書館
0768-42-0129
輪島市立図書館町野
分館
0768-32-0316

石川県 輪島市 ①，③
第１３回輪島市民文化祭
｢あいの風｣

文化芸術団体の日頃の活動の成果を発表する場として、毎年、文化の日を中心に作品展、
音楽祭、芸能祭等が各会場で開催されています。

10月28日～11月4日
輪島市文化会館
門前会館
門前東小学校体育館　等

輪島市教育委員会文化課 無料
輪島市教育委員会文化課
0768-22-7666

石川県 輪島市 ③，④
没後1周年追悼展
「文化功労者 三谷吾一の世界 -時代を画す沈
金加飾の探究者-」

文化功労者・三谷吾一氏は沈金作家の道を歩み始めて以来、天寿を全うした2017年まで常
に新しい創造を追究し進化を重ねました。作品一筋に生き抜い三谷氏の足跡を振ります。

9月8日～11月5日 石川県輪島漆芸美術館 石川県輪島漆芸美術館

一般620(510)円高大学生310(210)
円小中学生150(100)円
＊(　）内は20名以上の団体料金
＊会期中無料期間あり（下段参
照）

【石川県輪島漆芸美術館ＨＰ】
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/art
/

石川県輪島漆芸美術館
0768-22-9788

石川県 輪島市
①，③，
④

輪島市民文化祭「あいの風」協賛特別無料開放
輪島市民文化祭に協賛して開催期間中の2日間を無料開放日とし、漆芸美術品をより多くの
方々に鑑賞していただく機会を設けるものです。

11月3日～4日 石川県輪島漆芸美術館 石川県輪島漆芸美術館 無料
【石川県輪島漆芸美術館ＨＰ】
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/art
/

石川県輪島漆芸美術館
0768-22-9788

石川県 各市町 ① 県有体育施設の無料開放
毎月７日は「健康の日」として無料開放しており、いしかわ教育ウィーク最終日として無料開放
を実施します。

11月7日 県有体育施設 石川県 無料
石川県県民文化スポーツ部
スポーツ振興課
076－225－1391

石川県 加賀地区 ①
平成30年度個人県政
学習バス(加賀地区)

県や市町等の施設見学を通し、県政に対する理解を深めます。 11月2日 県・市町等の施設
石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

【平成30年度地域県政学習バスのご
案内】http://www.pref.ishikawa.lg.jp
/danjo/30bus/joseibus.html

石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課
076-225-1376

申込み受付終了
(2月21日～3月14日)

石川県 加賀地区 ①
平成30年度個人県政
学習バス(加賀地区)

県や市町等の施設見学を通し、県政に対する理解を深めます。 11月6日 県・市町等の施設
石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

【平成30年度地域県政学習バスのご
案内】
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/3
0bus/30kojinbus.html

石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課
076-225-1376

申込み受付終了
(8月8日～8月22日)

石川県 中能登地区 ①
平成30年度個人県政
学習バス(中能登地区)

県や市町等の施設見学を通し、県政に対する理解を深めます。 11月1日 県・市町等の施設
石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

【平成30年度個人県政学習バスのご
案内】http://www.pref.ishikawa.lg.jp
/danjo/30bus/joseibus.html

石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課
076-225-1376

申込み受付終了
(2月21日～3月14日)

石川県 中能登地区 ①
平成30年度個人県政
学習バス(中能登地区)

県や市町等の施設見学を通し、県政に対する理解を深めます。 11月6日 県・市町等の施設
石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

【平成30年度個人県政学習バスのご
案内】http://www.pref.ishikawa.lg.jp
/danjo/30bus/joseibus.html

石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課
076-225-1376

申込み受付終了
(2月21日～3月14日)

石川県 中能登地区 ①
平成30年度個人県政
学習バス(中能登地区)

県や市町等の施設見学を通し、県政に対する理解を深めます。 11月7日 県・市町等の施設
石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

【平成30年度地域県政学習バスのご
案内】http://www.pref.ishikawa.lg.jp
/danjo/30bus/joseibus.html

石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課
076-225-1376

申込み受付終了
(2月21日～3月14日)

石川県 奥能登地区 ①
平成30年度個人県政
学習バス(奥能登地区)

県や市町等の施設見学を通し、県政に対する理解を深めます。 11月6日 県・市町等の施設
石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

【平成30年度地域県政学習バスのご
案内】
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/3
0bus/30chiikibus.html

石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課
076-225-1376

申込み受付終了
(6月13日～6月27日)

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


