記者発表資料

石川県・金沢市

平成２７年３月３日
石 川 県 企 画 振 興 部
金 沢 市 経 済 局

北陸新幹線金沢開業に伴う歓迎イベントの開催について
石川県と金沢市では、３月１４日の北陸新幹線金沢開業にあわせて、首都圏等か
ら来県されるお客様に、金沢駅へ降り立った瞬間から石川らしさ・金沢らしさを感
じていただけるよう、県内各地の伝統芸能実演をはじめとする歓迎イベントを開催
します。

１ イベント内容
(1) 出迎え・記念品配布【主催：石川県・金沢市】
① 日時
３月１４日(土) ６時３５分から１５時頃
※ つるぎ７０１号（富山発１番列車）の到着にあわせて開始
② 場所
金沢駅コンコース（新幹線改札前付近、新幹線乗換口付近）
③ 内容
「ひゃくまんさん」のほか、県内各地のミス・女将及び和装団体（加賀友禅小粋
な倶楽部（加賀友禅大使含む）、石川県和装文化協会）が、加賀友禅などの和装姿
により新幹線の到着客を出迎え。
あわせて到着客に、記念品（ひゃくまんさん関連グッズ）、開業記念パンフレッ
トなどを配布（１３，０００セット）。なお、かがやき１番列車の到着客には、
石川県菓子工業組合が提供する紅白饅頭も配布。
※ 県内各地のミス・女将：ミス百万石、ミス加賀友禅、レディーカガ、和倉温泉
女将、こまつ姫御前、恋人の聖地内灘キャンペーン隊、
中能登町親善大使、穴水町観光キャンペーンレディ
(2)

伝統芸能実演【主催：石川県・金沢市】
① 日時
３月１４日(土) ７時３８分から１５時頃
※ はくたか５９１号（長野発１番列車）の到着にあわせて開始

② 場所
金沢駅コンコース（新幹線改札前付近）
もてなしドーム地上部（鼓門付近）
③ 内容
新幹線の到着にあわせて、以下の県内各地の伝統芸能を実演。実演スケジュール
は、別紙１をご覧ください。
・ 金沢駅コンコース
金沢芸妓、山中節、七尾まだら、加賀万歳、かんこ踊り
・ もてなしドーム地上部
加賀鳶、御陣乗太鼓、山代大田楽、加賀獅子、矢駄獅子舞
※ １５日は、コンコース特設ステージにて金沢芸妓が１０時から１５時３０分
に６回実演（金沢市主催）し、もてなしドーム鼓門下にて伝統芸能を実演（駅
前地区商店街等主催）。
(3)

かがやき１番列車出迎え【主催：石川県・金沢市】
① 日時
３月１４日(土) ８時４６分から９時頃
※ かがやき５０１号（東京発１番列車）の到着にあわせて実施
② 場所
金沢駅新幹線ホーム１１番のりば
③ 内容
東京からのかがやき１番列車の乗客を、知事、金沢市長、観光関係者、県内ミス・
女将、ＪＲ金沢駅長がホームで出迎え。

(4)

エアリーフローラによる装飾【主催：石川県】
① 日時
３月１４日(土)から２週間程度
② 場所
金沢駅コンコース
③ 内容
石川県オリジナル品種のフリージア「エアリーフローラ」を約３万本使用したオ
ブジェや記念撮影コーナーを設置。

(5)

県内ご当地キャラによる出迎え【主催：石川県】
① 日時
３月１４日(土) ８時３０分頃から１５時頃
② 場所
金沢駅西広場

③ 内容
県内のご当地キャラ（総勢２０体、別紙２のとおり）が到着客を出迎え。
(6)

おもてなし大茶会【主催：金沢商工会議所・金沢市】
① 日時
３月１４(土)・１５日(日) ９時から予定数量終了まで
② 場所
もてなしドーム地下イベント広場
③ 内容
来客に対し、お茶と和菓子を振る舞う（無料）
立礼席（500人／日）、気軽に楽しめるフリー席（1,500人／日）

(7)

おもてなし観光ＰＲコーナー【主催：金沢市】
① 日時
３月１４(土)～１５日(日) ９時から１６時
② 場所
もてなしドーム地下イベント広場
③ 内容
当日イベント案内や観光案内、観光ＰＲを実施
・ 総合案内・観光情報ブース
・
・
・
・
・
・

金沢古地図めぐり
食文化ＰＲブース
北陸飛騨３つ星街道誘客推進協議会ＰＲブース
新幹線金沢駅周辺地域連絡会ＰＲブース
金沢マラソンＰＲブース
新幹線ＰＲグッズ販売ブース など

２ その他
(1) 注意事項（一般の方向け）
・ 天候や混雑等の状況により、内容を変更又は中止する場合があります。
・ 金沢駅構内及び駅周辺の道路・駐車場は大変な混雑が予想されます。バスや電車な
ど公共交通機関の利用をお願いします。また、現地では係員の誘導や警察官の指示に
従ってください。
※（参考）3/14・15におけるＪＲ西日本による金沢駅の安全確保のための対応
・ 混雑状況に応じ、駅構内への入場制限を行う場合がございます。
・ 混雑状況に応じ、ホーム・改札内への入場制限を行う場合がございます。直近の
列車の指定席きっぷをお持ちの方の入場を優先し、自由席きっぷや入場券をお持ち
の方は、係員の案内によりお並びいただき、混雑状況を見ながら順次ご入場いただ
く場合もございます。

・ 脚立や三脚の持込を禁止させていただきます。またホームでの自撮り棒の使用を
禁止させていただきます。
・ 駅構内での荷物を置いての場所取りは固くお断りいたします。
(2) 当日の取材場所の制限等について（マスコミの方向け）
・ 駅構内の取材場所の制限等については、ＪＲ西日本の指示に従ってください。事前
申込が必要な箇所もありますので、ご注意ください。当日は、駅利用者の通路・安全
確保のため、動線上や一部制限エリアでの取材は禁止します。詳しくはＪＲ西日本、
県、市の係員の指示に従ってください。
・ もてなしドーム地上部の取材場所の制限等については、金沢市の指示に従ってくだ
さい。事前申込は不要ですが、当日は、駅利用者の通路・安全確保のため、動線上や
一部制限エリアでの取材は禁止します。詳しくは県、市の係員の指示に従ってくださ
い。
(3)
①
②
③

その他の関連行事
北陸新幹線出発式【主催：ＪＲ西日本】
日時：１４日５時から 場所：金沢駅
ＩＲいしかわ鉄道出発式【主催：ＩＲいしかわ鉄道】
日時：１４日６時１５分から、場所：金沢駅
北陸新幹線長野・金沢間しゅん功開業式及び祝賀会並びにＩＲいしかわ鉄道開業

祝賀会【主催：北陸新幹線長野・金沢間しゅん功開業式等実行委員会】
日時：１４日１０時から、場所：ホテル日航金沢
④ 新幹線開業フェスタ【主催：各商店街等、協力：金沢市】
＜各商店街等でのイベント＞
・ 駅前地区（駅前別院通り商店街振興組合、金沢駅前第1ビル、金沢駅前にぎわい協議会 共催）
「金沢歓芸まつり」（１４・１５日）
地元奏者による路上コンサート、オープンカフェ、ウエルカムオブジェ設置
【お問い合わせ先】金沢駅前にぎわい協議会 事務局長 石田 憲二
（金沢ガーデンホテル内）

電話:076-263-3333

・ 武蔵地区（金沢中心商店街武蔵活性化協議会 主催）
「かなざわ和の饗宴 工芸×芸能」（１４・１５日）
各店舗での伝統工芸体験、限定メニュー提供、カニ鍋の振る舞いなど
【お問い合わせ先】金沢中心商店街武蔵活性化協議会 事務局長 長田 憲道
（めいてつエムザ内） 電話:076-260-2412

・ 香林坊・片町地区（金沢中心商店街まちづくり協議会
「５タウンズフードフェスタ」（２１・２２日）
食の屋台を集めたフードイベント

主催）

【お問い合わせ先】(株)ケィ・シィ・エス 飛田 電話：076-224-4141

＜３地区連携伝統芸能披露＞（１４・１５日）
・ 場所 もてなしドーム、横安江町、めいてつ・エムザ前、香林坊アトリオ広場
・ 内容 加賀獅子、加賀鳶、加賀万歳
【お問い合わせ先】金沢中心商店街武蔵活性化協議会 事務局長 長田 憲道
（めいてつエムザ内） 電話:076-260-2412

（お問合せ先）
石川県企画振興部新幹線・交通対策監室開業企画課
担当：新谷課長、小林、林
電話：076-225-1319 内線：3610・3620・3623
金沢市経済局営業戦略部プロモーション推進課
担当：桑原課長、善家
電話：076-220-2759

（別紙１）

伝統芸能実演スケジュール
実演時間

コンコース

実演時間

もてなしドーム地上部

７：４８～７：５８

加賀鳶

８：４６～８：５６

金沢芸妓

８：５６～９：０６

御陣乗太鼓

９：３７～９：４７

山中節

９：４７～９：５７

山代大田楽

９：５４～１０：０４

山中節

１０：０４～１０：１４

御陣乗太鼓

１０：４８～１０：５８

山中節

１０：５８～１１：０８

加賀鳶

１１：１０～１１：２０

金沢芸妓

１１：２０～１１：３０

山代大田楽

１１：２０～１１：３０

金沢芸妓

１１：３０～１１：４０

山代大田楽

１１：３６～１１：４６

七尾まだら

１１：４６～１１：５６

加賀鳶

１１：５５～１２：０５

七尾まだら

１２：０５～１２：１５

加賀獅子

１２：０６～１２：１６

七尾まだら

１２：１６～１２：２６

加賀獅子

１２：３９～１２：４９

七尾まだら

１２：４９～１２：５９

加賀獅子

１２：５５～１３：０５

加賀万歳

１３：０５～１３：１５

矢駄獅子舞

１３：０５～１３：１５

加賀万歳

１３：１５～１３：２５

矢駄獅子舞

１３：５９～１４：０９

加賀万歳

１４：０９～１４：１９

矢駄獅子舞

１４：４２～１４：５２

かんこ踊り

１４：５２～１５：０２

加賀獅子

１４：５５～１５：０５

かんこ踊り

１５：０５～１５：１５

加賀獅子

※

実演時間はあくまでも目安であり、当日の状況により変わることがあります。

（別紙２）

参加ご当地キャラ一覧
市町

名称

石川県

のとドン

七尾市

和倉温泉 わくたまくん

小松市

カブッキー

輪島市

朝いっちゃん

珠洲市

みつけたろう
山代温泉 スパクロくん

加賀市

片山津温泉 かもやん
山中温泉 おわんさん

羽咋市

宇宙人サンダーくん

かほく市

にゃんたろう

白山市

ゆきママとしずくちゃん

能美市

のみまる

野々市市

のっティ

津幡町

火牛のカーくん

内灘町

ウッチ―

志賀町

西能登あかり

宝達志水町

ほっぴーさん

中能登町

おりひめ

穴水町

のとりあーなちゃん

能登町

のっとりん

