
186

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

石川県 穴水町 ①④
穴水町歴史民俗資料館
特別展「くらしの記憶展」

古道具、民具や農具など人々の暮らしに密着した物を中心に人々の「くら
し」を振り返る展示をします。

10月23日～11月12日 穴水町歴史民俗資料館 穴水町教育委員会
穴水町歴史民俗資料館
0768-52-2231

小・中・高校生 50円
一般 100円
（11月3日は無料開放）

石川県 穴水町 ①③
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 ①③ 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 ①③ 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3～4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
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おこないます。 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 ③ 緑台公民館文化祭 作品展示・模擬店・体験コーナー等をおこないます。 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・芸能発表等をおこないます。 11月3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・体験コーナー等をおこないます。 11月3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 奥能登地区 ①
令和元年度地域県政
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5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

【令和元年度地域県政学習バスの
ご案内】
https://www.pref.ishikawa.lg.jp

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12日～6月26日)

石川県 加賀市 ① 市民文化講演会
お笑い芸人、そしてIT企業の役員として活躍中の厚切りジェイソン氏を講
師にお招きして、自らの実体験をもとにプログラミング教育がひらく未来
についてお話ししていただきます。

11月4日 長生殿
加賀市教育委員会
事務局生涯学習課

無料
加賀市教育委員会事務局
生涯学習課
0761-72-7980

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 ライブラリーシネマ 一般向け映画の上映を行います。 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 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7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3日 加賀市立山中図書館 加賀市立山中図書館 無料 http://www.kagalib.jp/
加賀市立山中図書館
0761-78-4441

石川県 加賀市 ③ 第6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26日～11月17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

【加賀市美術館】
https://kagabi.kagashi-ss.com

加賀市美術館
0761-72-8787

一般400円
75歳以上200円
障がい者・高校生以下無料

石川県 加賀市 ③
没後60年記念展
魯山人となるまで
ー篆刻看板から陶芸へー

書家・篆刻家であった魯山人が陶芸へと進む大きな転換期となった時代
の作品を展示いたします。

9月26日～12月17日 魯山人寓居跡いろは草庵
加賀市
加賀市教育委員会
魯山人寓居跡いろは草庵

【魯山人寓居跡いろは草庵ＨＰ】
https://iroha..kagashi-ss.com/

魯山人寓居跡いろは草庵
0761-77-7111

一般560円
75歳以上280円
障がい者・高校生以下無料

石川県 加賀市 ③ 企画展「よみがえる雪の結晶」 札幌国際芸術祭で作製した雪の結晶パネルを展示します。 10月10日～11月4日
中谷宇吉郎
雪の科学館

中谷宇吉郎雪の科学館
【中谷宇吉郎雪の科学館ＨＰ】
https://yukinokagakukan.kagashi-
ss.com

中谷宇吉郎雪の科学館
0761-75-3323

一般560円
75歳以上280円
障がい者・高校生以下無料

石川県 加賀市 ③ 第10回雪のデザイン賞入選作品展
雪や氷のさまざまな形や現象をモチーフにしたデザイン作品のコンペティ
ション。国内外からよせられた優秀作品を展示します。

11月7日～
令和2年3月10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

【中谷宇吉郎雪の科学館ＨＰ】
https://yukinokagakukan.kagashi-
ss.com

中谷宇吉郎雪の科学館
0761-75-3323

一般560円
75歳以上280円
障がい者・高校生以下無料

石川県 加賀市 ①②④ ホネのあるはなしR1
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
【鴨池観察館ＨＰ】
https://kamoike.kagashi-ss.com

加賀市鴨池観察館
0761-72-2200

一般350円
75歳以上170円
障がい者・高校生以下無料

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9日～1月20日 加賀市九谷焼窯跡展示館 加賀九谷陶磁器協同組合
【加賀市九谷焼窯跡展示館ＨＰ】
http://www.kagacable.ne.jp/~kamaat
o/

加賀市九谷焼窯跡展示館
0761-77-0020

一般350円
75歳以上170円
障がい者・高校生以下無料

石川県 加賀市 ③
東京国立近代美術館工芸館移転連
携事業企画展「絵付けの魅力」

東京国立近代美術館工芸館の石川県金沢市移転に向けて開催する収
蔵品コレクション展。東京国立近代美術館工芸館のコレクションのうち陶
磁器を展示。九谷　焼の最大の特徴であり、魅力となっている絵付けに
着目し選抜した作品40点を紹介。九谷焼作家北出塔次郎（1898－1968）
との関わりが深い富本憲吉(1886－1963)の作品も紹介する。

11月1日～12月15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

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 加賀市 ③ 第48回加賀市民芸能祭
歌謡曲、民謡の歌唱や大正琴、オカリナの演奏や新舞踊、バレエなど市
民による様々な芸能の発表を行ないます。

11月3日 加賀市文化会館 加賀市芸能文化協会 無料
加賀市芸能文化協会
090ｰ2836ｰ0444

石川県 加賀市 ③ 加賀狂言会 能公演 11月4日 加賀市文化会館 能のまち構想事業実行委員会
能のまち構想事業実行委員会
090-8091-0047

前売り
一般3,000円
学生1,000円
当日は各500円増

石川県 加賀地区 ①
令和元年度地域県政
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

【令和元年度地域県政学習バスの
ご案内】
https://www.pref.ishikawa.lg.jp

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12日～6月26日)

石川県 加賀地区 ①
令和元年度地域県政
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5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

【令和元年度地域県政学習バスの
ご案内】
https://www.pref.ishikawa.lg.jp

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12日～6月26日)

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

児童生徒のやり抜く力やコミュニケーション能力等のいわゆる「学びの態
度」の育成について、実践校発表、講演を実施します。

11月4日 石川県地場産業振興センター
石川県教育委員会
金沢教育事務所

無料
石川県金沢教育事務所
076-245-6776

石川県 金沢市 ①
文教会館所蔵「オリンピック・パラリ
ンピックへの思い」

オリンピック・パラリンピックへ出場した石川県関係選手の書物やパネ
ル、ユニフォーム等を展示します。

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 教育史セミナー
文教会館館長　小浦　寛　による講演
演題「学習指導要領が変わる中、今、子どもたちに求められる力」

11月6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

第61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61回「教育・文化週間」関連行事

石川県 金沢市 ①②
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 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：天野ひかり氏）、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別館
コンベンションホール

心の教育推進協議会 無料
http://www.pref.ishikawa.jp/kyoiku/s
yougai/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 2019

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、オリンピック・パラリンピック・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25日～11月2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/shaky
o-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 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

石川県 金沢市 ③
第66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25日～11月4日 石川県立美術館
第66回日本伝統工芸展金沢展
実行委員会

石川県教育委員会文化財課
076-225-1841

一般700円(600円)､
65歳以上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 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26日～11月10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「長光」とろうそく能｢清経｣を鑑賞します。

11月1日 石川県立能楽堂本館
いしかわの伝統文化活性化実
行委員会

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/
event/2019kagahoushou.html

石川県立能楽堂
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1日 石川県立能楽堂本館
いしかわの伝統文化活性化実
行委員会

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/
event/2019kagahoushou.html

石川県立能楽堂
076-264-2598

石川県 金沢市 ③
恋するいしかわ―恋の詩歌と物語
―

石川ゆかりの作家の手による恋愛を題材にした詩や短歌や俳句、石川
が舞台の恋愛小説などを紹介し、恋する心を石川の文学を通じて味わっ
ていただきます。

7月20日～11月24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 ③
特別陳列
加賀藩の美術工芸Ⅰ

歴代藩主が収集してきた国宝《水左記》をはじめとする、美術工芸品を展
示します。

10月12日～11月17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」》、重要文化財《太刀　銘「長光」》（ともに白山比咩神
社所蔵）をはじめ、県内の社寺や個人の方から寄託されている文化財を
紹介します。

10月12日～11月17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
特別陳列
鈴木治男　共生の森

画家、造形作家として活躍を続ける鈴木治男の「共生の森」「水の記憶」
シリーズなど一貫したテーマの作品群や、生命・人間にまつわる制作の
歩みをたどります。

10月12日～11月17日 石川県立美術館(第4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
【工芸】

深まる秋にふさわしい、石川県立美術館所蔵の工芸作品を展示します。 10月12日～11月17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 ①②④
秋季特別展「加賀前田家と北野天
満宮」

菅原道真を祖と仰いだ加賀前田家が奉納した太刀をはじめとする北野
天満宮の名宝、加賀藩領内の天満宮に伝わる貴重な品々を一堂に展示

9月14日～11月4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
【石川県立歴史博物館公式HP】
http://ishikawa-rekihaku.jp/

石川県立歴史博物館
076-262-3236

石川県 金沢市 ①②③
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20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（石川県県民
文化スポーツ部文化振興課内）

【兼六園周辺文化の森HP】
http://kenrokuen-
bunkanomori.com/

兼六園周辺文化の森等活性化
推進実行委員会（石川県県民文
化スポーツ部文化振興課内）
076-225-1371

石川県 金沢市 ②
第14回いしかわっ子
駅伝交流大会

小学5・6年生、各小学校男女各１チーム5人による駅伝交流大会を実施
します。

11月2日
石川県西部緑地公園内
特設周回コース

石川県、
石川県教育委員会

無料
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 ①③ 第５８回童話発表会 童話の発表や観賞を通して、子どもたちの豊かな心を育てます。 11月3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 Chiku Chiku展 お裁縫に関する工芸品の展示・販売をします。 10月18日～12月9日
石川県立伝統産業工芸館
1階ギャラリー

石川県立伝統産業工芸館
【石川県立伝統産業工芸館HP】
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 国際漆展・石川コレクション展
石川県デザインセンターの収集コレクションより、世界各地から集まった
漆作品の展示します。

10月18日～12月9日
石川県立伝統産業工芸館
2階第4企画室

石川県立伝統産業工芸館
【石川県立伝統産業工芸館HP】
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

加賀万歳の実演を中心として、その歴史や演目について解説します。 11月2日
金沢市立玉川図書館
公開ホール

金沢市立玉川図書館 無料
【金沢市図書館HP】
https://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2日
金沢市立泉野図書館
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】
https://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp

金沢市立泉野図書館
076－280－2345

石川県 金沢市 ①
国連寄託図書館事業
金沢市ユネスコスクール
作品展

金沢市の「ユネスコスクール」の授業で児童が作成した壁新聞や、ユネス
コスクールの紹介パネルを展示します。

11月6～24日
金沢市立泉野図書館
キッズスクエア

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

金沢市立泉野図書館
076－280－2345

石川県 金沢市 ①
北前船再発見プロジェクト
企画展「祝’日本遺産認定・金沢市」
県内寄港地編

日本遺産（「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船　寄港
地・船主集落～」）に認定された金沢市の構成文化財の紹介のほか、石
川県内認定の各寄港地に関する展示を行います。

10月24日～11月5日
金沢市立金沢海みらい図書館
1階交流ホール

金沢市立金沢海みらい図書館 無料
【金沢市図書館HP】
https://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 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
したさつまいもを使った焼き芋作りを体験します。
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3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/39
059/event_info/event_info.html

金沢市キゴ山ふれあい
研修センター
076-229-1141

電話申込(11/22～）
先着50名

石川県 金沢市 ①
令和元年度金沢市市民大学講座
（第5回講座）

モーリー・ロバートソンさん（国際ジャーナリスト）の講演会です。<全6回講
座の5回目>

11月5日 金沢市文化ホール 金沢市・金沢市教育委員会
【市民大学講座ＨＰ】
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/39
026/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 ③
金沢大学資料館特別展
「金沢大学資料館３０年の歩み・
1989－2019」

金沢大学資料館が開館して30年を迎えることを記念し，これまで開催し
てきた展覧会を振り返り，当時出展した資料を展示します。

9月4日～10月28日 金沢大学資料館展示室 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 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17日～11月23日

金沢大学角間キャンパス
鶴間キャンパス
金沢大学サテライト・プラザ
金沢城とその周辺

金沢大学 先端科学・社会共創
推進機構

https://open-learning.crc.kanazawa-
u.ac.jp/kouza/list

金沢大学研究・社会共創推進部
地域共創推進課
076-264-5271

石川県 金沢市 ③
金沢大学資料館アウトリーチ写真
展

金沢城内にキャンパスがあったころの金沢大学の様子を写真で紹介しま
す。

10月18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 ①③ 第56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26日～　27日 金沢大学角間キャンパス 金沢大学
https://www.kanazawa-
u.ac.jp/campuslife/extracurricular/r
egional

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
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26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
076-234-6826

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 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
して開催します。

10月26日～27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/2019/
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１３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」を行います。

10月26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.
html

金沢大学学友支援室
076-264-5081

石川県 金沢市 ① 金沢大学サテライト・プラザミニ講演 一般市民を対象に公開講座を行います。 11月17日 金沢大学サテライト・プラザ
金沢大学 先端科学・社会共創
推進機構

無料
https://open-learning.crc.kanazawa-
u.ac.jp/kouza/list

金沢大学研究・社会共創推進部
地域共創推進課
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24日 金沢大学サテライト・プラザ
金沢大学 先端科学・社会共創
推進機構

無料
金沢大学研究・社会共創推進部
地域共創推進課
076-264-5271

金沢大学担当回のみ記載

石川県 かほく市 ③
第16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26日～27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16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26～27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

石川県 かほく市 ①
禅文化体験会
～哲学館で坐禅をしてみよう～

哲学者・西田幾多郎に多くの影響を与えた禅の世界を体験してみません
か。講師はドイツ出身のゲッペルト昭元さんです。

11月3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

石川県 かほく市 ① 企画展「京都大学の西田幾多郎」
40歳で京都帝国大学に赴任した西田幾多郎。哲学者として活躍する一
方で、家庭では不幸が続きます。京都大学が所蔵する資料も併せてご紹

10月1日
～2020年3月22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
【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

要展示室観覧料

石川県 かほく市 ③
第16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26～27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/u
mikko/

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 ③ 絵画個展 館内回廊に絵画を展示します。 11月1～17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/u
mikko/

うみっこらんど七塚
076-283-8881

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/li
brary/

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3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/li
brary/

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20日～11月3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/li
brary/

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20日～11月3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/li
brary/

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、地域社会の関係者を対象に実
践校発表や講演会等を実施します。

11月3日
小松市立
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】
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoik
u/komatsu/index.html

石川県小松教育事務所
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松
館
0761-43-1075

石川県 小松市 ③
未来へ！絵本原画展
-まどをあけたら荒井良二-

絵本作家荒井良二氏の3作品の原画を展示します。 9月28日～11月4日 本陣記念美術館 空とこども絵本館 無料

【空とこども絵本館HP】
www.city.komatsu.lg.jp/soratokodom
oehonkan/
【本陣記念美術館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/honjinkinen/

空とこども絵本館
0761-23-0033

石川県 小松市 ③ チェンバロ演奏会 チェンバロの音色を楽しみながら、それにふさわしい絵本を紹介します。 11月2日 空とこども絵本館 空とこども絵本館 無料
【空とこども絵本館HP】
www.city.komatsu.lg.jp/soratokodom
oehonkan/

空とこども絵本館
0761-23-0033

石川県 小松市 ③
せんぷれ・あっちーね
演奏会

原画展の開場でピアノ3重奏を楽しみます。 11月3日 本陣記念美術館 空とこども絵本館 無料

【空とこども絵本館HP】
www.city.komatsu.lg.jp/soratokodom
oehonkan/
【本陣記念美術館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/honjinkinen/

空とこども絵本館
0761-23-0033

石川県 小松市 ③ Bookかふぇ コーヒーを楽しみつつ、古書に触れゆったりとした時間を過ごします。 11月3日 絵本館ホール夢の本棚 松居直コレクションプロジェクト 無料
【空とこども絵本館HP】
www.city.komatsu.lg.jp/soratokodom
oehonkan/

空とこども絵本館
0761-23-0033

石川県 小松市 ③ まるごと荒井良二 絵本作家荒井良二の世界を多角的に捉えます。 9月28日～11月4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HP】
www.city.komatsu.lg.jp/soratokodom
oehonkan/

空とこども絵本館
0761-23-0033

石川県 小松市 ①④ 特別企画「宇宙ナビ」
宇宙をテーマにした講演会です。ＪＡＸＡから研究員をお招きして宇宙で
の閉鎖空間について語っていただきます。

11月2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 ①③
秋季特別展「水の郷こまつ－2,500
年の記憶－」

八日市地方遺跡が立地する沿岸洲や加賀三湖（木場潟、柴山潟、今江
潟）の形成から遺跡の展開を、最新の地質調査の成果を踏まえて紹介す
る展示です。

10月5日～12月1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HP】
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshi
ki/maizoubunkazai/index.html

小松市埋蔵文化財センター
0761-47-5713

一般100円、高校生以下無料

石川県 小松市 ③
特別展　第5回 宮本三郎記念デッ
サン大賞展「明日の表現を拓く」

デッサンの鬼才と呼ばれた宮本三郎を顕彰し誕生した、デッサンの全国
公募展です。審査で選ばれた50点の作品を展示します。

9月28日～12月15日 宮本三郎美術館 宮本三郎美術館
【宮本三郎美術館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/miyamotosabu
ro/

小松市立宮本三郎美術館
0761-20-3600

石川県 小松市 ③ 学芸員ギャラリートーク 学芸員が展覧会の見所を解説します。 11月2日 宮本三郎美術館 宮本三郎美術館
【宮本三郎美術館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/miyamotosabu
ro/

小松市立宮本三郎美術館
0761-20-3600

要入館料

石川県 小松市 ③ 企画展「宮本三郎Historｙ」
宮本三郎はその生涯で様々に作風を変えました。絵画に対し真摯に向き
合い、常に研究し続けたからといえます。初期から晩年の作品を、作風
の変遷に注目し通覧します。

9月28日～12月15日
宮本三郎美術館分館
ふるさと館

宮本三郎美術館
【宮本三郎美術館ＨＰ】
http://www.kcm.gr.jp/miyamotosabu
ro/

小松市立宮本三郎美術館
0761-20-3600

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61回「教育・文化週間」関連行事

石川県 小松市 ①
尾小屋鉄道開業100年　企画展「追
憶　尾小屋鉄道」

大正8年の開業から100年を機に、写真や映像、切符などの資料を通じ
て、なつかしの尾小屋鉄道を振り返ります。

7月13日～11月26日
石川県立尾小屋鉱山
資料館2Ｆ

石川県立尾小屋鉱山
【小松市HP】
https://www.city.komatsu.lg.jp/kank
o_bunka/4/8306.html

石川県立尾小屋鉱山資料館
0761-67-1122

石川県 小松市 ① 学芸員ギャラリートーク 学芸員が絵本原画展の見所を解説します。 11月2日 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
特別展「奥の細道330年 芭蕉とこま
つ」

芭蕉の小松来訪とその前後を中心に、芭蕉に関わった小松の人々や、
ゆかりの地、小松の俳諧文化を紹介します。

9月21日～11月24日 小松市立博物館 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

石川県 小松市 ①
企画展　德田八十吉没後10年「九
谷の競演－三代と九谷作家たち

三代德田八十吉没後10年の節目に、三代の作品や、三代と関わりの
あった作家たちの作品などを展示します。

9月14日～11月24日 小松市立錦窯展示館 小松市立錦窯展示館
【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

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6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 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　全23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6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 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2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24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
います。

11月1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 健康太極拳教室 ゆっくりと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5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16回

石川県 小松市 ① 茶道体験教室 日本の伝統文化の茶道を通して礼儀・作法を学びます。 11月1日 南部公民館和室 小松市立南部公民館
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5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1日 南部公民館会議室 小松市立南部公民館
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 書道教室 基本に沿った正しい字の書き方を学びます。 11月2日 南部公民館視聴覚室 小松市立南部公民館
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15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5日 南部公民館和室 小松市立南部公民館
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」の要素で体と心を健康にします。 11月6日 南部公民館視聴覚室、会議室 小松市立南部公民館
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 楽しく身体を動かし健康づくり・体力維持を図ります。 11月6日 南部公民館視聴覚室、会議室 小松市立南部公民館
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 体幹リフレッシュ教室 ヨガを取り入れたリフレッシュ体操です。 11月2日 安宅小学校和室 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12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5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20回

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、健康維持・健康増進を保ちます。 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　全20回

石川県 小松市 ① はがきサイズの楽しい水彩画教室 季節の花や野菜などの他、自由な題材にも挑戦します。 11月7日 西部地区体育館研修室 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12回

石川県 小松市 ① バスピク
乗り物に乗ってふるさとのまち小松や石川県の魅力をを再発見する教室
です。

11月5日 伝統産業工芸館他 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 ② 第21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】
https://www.city.komatsu.lg.jp/kank
o_bunka/2_1/2/1/7333.html

公益社団法人
小松市スポーツ協会
0761-23-5961

石川県 小松市 ③ 第23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」にて裏千家、「市民ギャラリー ルフレ」にて表千
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23回 市民茶会】
http://www.city.komatsu.lg.jp/11609.
htm

小松市観光文化課
0761-24-8130

石川県 志賀町 ③ 第１５回志賀町文化祭 文化祭式典、文化展示・芸能、ジュニア芸能アトラクション 11月2～4日 志賀町文化祭 志賀町 無料
志賀町教育委員会事務局
生涯学習課
0767-32-9350

石川県 珠洲市 ③ 第49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2～3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62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1～3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26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26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4８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7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 健康さざなみウォーク 井上の歴史と文化遺産をめぐります。 11月3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
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1日～3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

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 中能登地区 ①
令和元年度女性県政
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

【令和元年度女性県政学習バスの
ご案内】
https://www.pref.ishikawa.lg.jp

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20日～3月13日)

石川県 中能登地区 ①
令和元年度女性県政
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

【令和元年度女性県政学習バスの
ご案内】
https://www.pref.ishikawa.lg.jp

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20日～3月13日)

石川県 中能登地区 ①
令和元年度女性県政
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

【令和元年度女性県政学習バスの
ご案内】
https://www.pref.ishikawa.lg.jp

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20日～3月13日)

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～4日
ラピア鹿島
ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ飛翔

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 自然の物を使って工作をします。 11月4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 藤田喬平展 藤田喬平氏（ガラス作家・文化勲章受章者）の展覧会です。 10月5日～12月1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

休館日：10月15日、11月19日

石川県 七尾市
2019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1日～12月8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
【能登演劇堂25周年記念】
無名塾『ぺてん師タルチュフ』

モリエールの傑作喜劇！「ぺてん師タルチュフ」に仲代達矢が残された役
者人生をかけて挑みます。

10月26日～11月3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
企画展「万能素材“イネ”～七尾の
衣・食・住より～」

七尾の米づくりやワラ産業の歴史とともに万能素材の“イネ”の魅力を紹
介します。

9月28日～12月15日 のと里山里海ミュージアム のと里山里海ミュージアム
【のと里山里海ミュージアム】
http://noto-museum.jp/

のと里山里海ミュージアム
0767-57-5100

石川県 七尾市 大人のクイズラリー
展示室内でヒントを探してクイズに挑戦してみましょう！参加者にはプレ
ゼントもあります。

10月26日～ のと里山里海ミュージアム のと里山里海ミュージアム
【のと里山里海ミュージアム】
http://noto-museum.jp/

のと里山里海ミュージアム
0767-57-5100

対象は高校生以上。
プレゼントが
なくなり次第終了

石川県 能登町 ①③
フリー観望会
「月と土星の接近を見る会」

この日の宵、南西の空で、月と土星が接近して見えます。その様子を双
眼鏡や、県内最大の望遠鏡を使って観察します。曇や雨の場合、プラネ
タリウムで解説を行います。

11月2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
満天星公式ホームページ
http://mantenboshi.jp/

石川県柳田星の観察館「満天
星」
0768-76-0101

18:00-20:00

石川県 能登町 ①③ 能登町町民文化祭
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3～4日
内浦体育館・第2体育館
研修センター

能登町文化協会 無料
能登町教育委員会事務局
0768-72-2509

石川県 野々市市 ③
令和元年度野々市市埋蔵文化財企
画展　「煌きの装飾品～縄文・弥生
のアクセサリー～」

野々市市で見つかった、縄文・弥生時代の玉を使ったネックレスや腕輪
などの装飾品を紹介します。

10月29日～12月22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 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1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
学びの杜ののいち カレード
076-248-8099

1,000円

石川県 野々市市 ①
のまひょうしぎの会「彩・色いろんな
紙芝居ライブ」

のまきょうしぎの会による紙芝居のおはなし会です。 11月2日
学びの杜ののいち カレード
野々市市立図書館

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 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2日,9日,16日,23
日

学びの杜ののいち カレード
野々市市立図書館

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

5,000円/月

石川県 野々市市 ① うさこちゃんおはなし会
3歳以上の子どもたちを対象に、紙芝居や絵本の読み聞かせを行いま
す。

11月2日
学びの杜ののいち カレード
野々市市立図書館

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 ピヨピヨおはなし会
0、1、2歳の子どもたちを対象に、紙芝居や絵本の読み聞かせを行いま
す。

11月5日
学びの杜ののいち カレード
野々市市立図書館

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 ののいちマナビィフェスタ2019
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26日～11月4日

にぎわいの里ののいち カミーノ・
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

野々市市中央公民館 無料
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あり

石川県 野々市市 ① ふらっとミニセミナー
親子・夫婦のコミュニケーション術～ガミガミ・イライラと上手に付き合う秘
訣～を「親業（おやぎょう）」から学びます。

11月4日
文化会館フォルテ２階 カルチャー
ルーム

共催：野々市市・（公財）いしか
わ女性基金

無料
野々市市
 企画振興部 市民協働課
076-227-6040

石川県 能美市 ①③
初心者にもやさしい
九谷焼上絵付入門講座

伝統工芸士の手ほどきのもと、九谷焼和絵具を用いて、オリジナルの図
案で絵付けをします。

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HP】
http://www.pref.ishikawa.jp/kutanike
/

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)、10/25
までに電話予約(先着順)
・午前の部(10名)9:00～12：00
・午後の部(10名)13:00～16：00

石川県 能美市 ③
第15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。
お茶会や将棋大会なども同時に行います。

11月2～11月4日
根上総合文化会館
根上学習センター

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15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 ②
Let’s get together　豊かな心を育
むつどい　ｉｎ　羽咋

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 羽咋市立羽咋中学校
石川県教育委員会
中能登教育事務所
羽咋市教育委員会

無料
石川県中能登教育事務所
0767-52-2000

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/
event/dentoutaikenhakui.html

石川県県民文化スポーツ部
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2～3日 羽咋体育館　ほか4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。 11月1～10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。 11月1～10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 絵本の読み聞かせと紙芝居を行います。 11月2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 ①③ 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/r
ekimin/

羽咋市教育委員会
文化財室/歴史民俗資料館
0767-22-5998

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 白山市 ①③
企画展Ⅲ（写真展）
「山の秋の実り」－出作りの秋－

出作りの秋の実りを写真紹介します。 10月6日～11月24日 石川県立白山ろく民俗資料館 石川県立白山ろく民俗資料館
http://www.pref.ishikawa.jp/hakusan
minzoku/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。

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2日、3日、4日
石川県白山自然保護センター
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/hakus
an/

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2日、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/hakus
an/

石川県白山自然保護センター
076-255-5321

石川県 白山市 ①
秋季テーマ展
「中川一政の書
－画家の余技に非ず！-」

洋画家・中川一政が、油絵制作と同様の気合いで取り組んだ“書”を中心
に展示します。
万葉集や漢詩など詩歌の世界を認めた書を紹介し、表現者としての姿勢
に迫ります。

9月7日～12月1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

【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

大人300円、
高校生200円、
中学生以下・障がい者無料

石川県 白山市 ①
企画展
「くらしと道具のうつりかわり　～大
正・昭和・平成をくらべる～」

「料理する」「あかるくする」「あたたかくする」「洗濯する」などのコーナー
にわけて、さまざまな道具の移り変わりを展示します。

11月1日～1月26日 白山市立博物館 白山市立博物館

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

白山市立博物館
076-275-8922

大人200円
高校生100円
中学生以下・障害者無料

石川県 白山市 ①
スポット展示
「石川中央都市圏考古資料展　～
中世編～」

石川中央都市圏４市２町（金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡
町、内灘町）が連携して開催する考古資料巡回展の２回目です。今回は
中世の生活道具や祭祀具を展示します。

10月16日～12月1日 白山市立博物館
金沢市・白山市・かほく市・野々
市市・津幡町・内灘町

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

白山市立博物館
076-275-8922

大人200円
高校生100円
中学生以下・障害者無料

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
【白山市立松任図書館】
http://lib.city.hakusan.ishikawa.jp/

白山市立松任図書館
076-274-9877

石川県 白山市 ② 俳句協会会員展
白山市文化協会が主催する文化祭の一環で、白山市俳句協会会員の
作品を展示します。

11月1日～11月17日 千代女の里俳句館 千代女の里俳句館 無料
白山市観光文化スポーツ部
文化振興課076-274-9573

石川県 白山市 ②
呉竹文庫　秋季展
～異国に馳せるおもい～

所蔵する資料の中から、海外作者の書籍を中心に掛け軸、絵画などを展
示します。

10月20日～2月2日 呉竹文庫 呉竹文庫
白山市観光文化スポーツ部
文化振興課076-274-9573

一般300(200)円、中学生以下
無料※()内は20名以上の団体

石川県 白山市 ② ミニ展示「寄贈記念展」 ご寄贈いただいた北前船に関する資料を展示いたします。 11月2日～12月1日 石川ルーツ交流館 石川ルーツ交流館
白山市観光文化スポーツ部
文化振興課076-274-9573

一般300(200)円、中学生以下
無料※()内は20名以上の団体

石川県 白山市 ② ふるさと文学賞贈呈式
郷土が生んだ先達を顕彰し、一般公募の暁烏敏賞、小中高校生を対象
としたジュニア文芸賞の暁烏部門、島清（島田清次郎）部門、千代女部門
の授賞者への贈呈式

11月4日 市民交流センター 文化振興課 無料
白山市観光文化スポーツ部
文化振興課076-274-9573

石川県 白山市 ①③ 白山白峰温泉まつり
白峰温泉を大切な地域資源として、守り発信するイベントです。振る舞い
餅つきや重伝建のまちなみ散策ツアーを行います。

11月3日 白峰温泉総湯前広場 白峰観光協会 無料
【うらら白山人ＨＰ】
http://www.urara-hakusanbito.com/

白峰観光協会
076-259-2721

石川県 白山市 ②③ 第44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19日, 20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

http://www.kinjo.ac.jp/festival/index
.html

教学支援部
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 ①② アカデミア金城2019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20日～11月3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 ①② 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

11月10日～24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 ②
高校生土曜美術入門講座（インテリ
ア講座）

美術に興味ある高校生を対象にした、さまざまな美術の基礎を楽しく学
べる入門講座です。

10月26日, 11月2日 金城大学　笠間キャンパス 金城大学短期大学部
http://www.kinjo.ac.jp/kjc/art/high_
school_students.html

入試広報部
0120-276-150（フリーダイヤル）

石川県 白山市 ②
高校生土曜美術入門講座（ゲーム
講座）

美術に興味ある高校生を対象にした、さまざまな美術の基礎を楽しく学
べる入門講座です。

11月9日, 16日 金城大学　笠間キャンパス 金城大学短期大学部
http://www.kinjo.ac.jp/kjc/art/high_
school_students.html

入試広報部
0120-276-150（フリーダイヤル）

石川県 白山市 ① 2019年度公開講座　第17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。
演題：地域で暮らす高齢者の心身機能の変化と転倒予防

10月26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
_lec/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 2019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。
演題：こころとからだの健康づくり～サクセスフル・エイジングを目指して

11月2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
_lec/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 2019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。
演題：日本から一番近いヨーロッパ～ウラジオストク・ハバロフスクの魅力

11月9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
_lec/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
第14回　保健・医療・福祉創造
フォーラム

豊かで健康的な暮らしを創造する福祉の更なる充実を目指し、産業界、
行政、福祉・保健・医療などの関係機関による情報交換および交流の促
進を図ることを目的に北國新聞社との共催で講演会、シンポジウムを開

11月16日 金城大学　笠間キャンパス 金城大学 無料
http://www.kinjo.ac.jp/common/inde
x.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 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

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2～3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

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

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

石川県奥能登教育事務所
0768-26-2340

石川県 輪島市 ①③
第14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。

11月2,3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 ③④
企画展「沖縄の工芸－人間国宝と
現代作家たち－」

沖縄は琉球王国以来の個性的な文化が形成されたことで知られ、漆器・
陶器・染色・織物などの工芸においても顕著に継承されています。本展
覧会では、沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館所蔵作品と同大学
関係者の作品から、沖縄の工芸の伝統と現在をご紹介します。

9月13日～11月11日 石川県輪島漆芸美術館 石川県輪島漆芸美術館
【石川県輪島漆芸美術館ＨＰ】
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/
art/

石川県輪島漆芸美術館
0768-22-9788

9月30日まで一般620(510)円高
大学生310(210)円小中学生
150(100)円、10月1日から一般
630(520)円高大学生320(210)
円小中学生150(100)円

石川県 輪島市 ①③④
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3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2～4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】
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/
art/

石川県輪島漆芸美術館
0768-22-9788

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61回「教育・文化週間」関連行事

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25日～11月13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】
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/
docs/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1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
輪島市立門前図書館

無料
【輪島市立図書館ＨＰ】
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/
docs/lib/

輪島市立図書館
0768-22-2926
輪島市立門前図書館
0768-42-0129

石川県 輪島市 ①
「2019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25日～12月1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】
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/
docs/lib/

輪島市立図書館
0768-22-2926
輪島市立門前図書館
0768-42-0129

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26日～11月30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/d
ocs/lib/

輪島市立門前図書館
0768-42-0129

石川県 輪島市 ① 大人のためのおはなし会
大人を対象とし、日常の喧噪から離れ、ゆったりと物語の世界に浸るひと
ときを過ごします。

11月1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/d
ocs/lib/

輪島市立門前図書館
0768-42-0129

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
県民文化スポーツ部
スポーツ振興課
076-225-1391

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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