＜金沢市実施イベント＞
事業名

期間

KANAZAWA FREE Wi-Fi スタンプラリー

内容

3月6日（金）～3月22日（日）

金沢漆芸会展
3月11日（水）～3月17日（火）
「The shape of the Prayer イノリノカタチ」

金沢里山工房交流会展
の「春の輝展」

第７１回

金沢、森の創り手たち

３月１８日（水）～３月２４日
（火）
１０：００～１９：３０
※最終日は１６：００まで
３月１８日（水）～３月２３日
（月）
１０：００～１９：３０
※最終日は１７：００まで

金沢市工芸展

場所

問合せ先・関連ホームページ

①金沢駅東広場（もてなし
ドーム地上部）、②金沢駅東
広場（もてなしドーム地下
金沢市公衆無線LAN
部）、③金沢２１世紀美術
「KANAZAWA FREE Wi-Fi」 館、④金沢市役所前広場、⑤
の周知や利用促進を図るため、 近江町市場入口（武蔵ヶ辻バ
Wi-Fiスポットを巡るスタンプラ ス停）、⑥香林坊バス停（ア
リーを実施
トリオ前）、⑦香林坊アトリ
オ周辺、⑧片町１丁目交差点
周辺、⑨香林坊大和（１階と
８階の一部）、⑩片町スクラ
ンブル交差点周辺
金沢漆芸会による加賀蒔絵作品
の展示会

香林坊大和
ロン

金沢里山工房交流会会員による
作品の展示会

６階

ＩＣＴ推進室
076-220-2014
【関連HP】
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/11010/wifi/st
amprally/

アートサ

クラフト政策推進課
076-220-2373

めいてつ・エムザ
術サロン

５階

クラフト政策推進課
076-220-2373

工芸の全業種を対象とした歴史
ある公募展。

めいてつ・エムザ
場

８階催事

まちのり事務局

/

各ポート

歩ける環境推進課 ℡076-220-2371
/ まちのり事務局 ℡076-255-1747

まちのり事務局

/

各ポート

歩ける環境推進課 ℡076-220-2371
/ まちのり事務局 ℡076-255-1747

美

クラフト政策推進課
076-220-2373

まちのり×ツエーゲン金沢コラボキャンペーン
「ツエーゲン号を探せ！」

３月６日（金）～３月２９日（日）

○ツエーゲン号を探し、まちの
り事務局まで乗って行くとツ
エーゲンタオルマフラーをプレ
ゼント（全3種類を探し、乗っ
て行く必要があり。）

公共レンタサイクル「まちのり」
祝北陸新幹線開業＆まちのり３周年記念イベン
ト

３月１４日（土）～３月３１日
（火）

○事務局にて貸出・返却される
利用者へ「まちのりせんべい」
をプレゼント

金沢駅の玄関口を彩るイルミネーション「ほし
あかり」

３月１日（日）～３月３１日（火）

新春展「金沢から江戸」

３月３日（火）～５月６日（水）

金沢市児童館共同制作「かがやけ☆子どもたち
の未来をのせて！」

３月３日（火）～４月５日（日）

映像とパネル展

・金沢駅通り線の両側に灯りの
星形オブジェを設置
（点灯時間１７：００～２２：
００）

【関連HP】
http://www.kanazawashi-craft.com/

金沢駅から近江町市場方面へ
向かう歩道

市街地再生課
076-220-2675

大名行列や道中図などの紹介、
展示

玉川図書館近世史料館
展示室

玉川図書館近世史料館
076-221-4750

金沢市児童館の児童が共同制作
した、新幹線がつなぐ未来の夢
を表現した作品の展示。

玉川こども図書館１階ロビー

３月５日（木）～３月２４日（火）

・北陸新幹線の映像放映
・パネル展示
・パンフレット配布

金沢海みらい図書館１階ギャ
ラリー

金沢海みらい図書館
076-266-2011

おすすめ図書コーナー

こども向け：
３月５日（木）～３月１７日（火）
大人向け：
２月２６日（木）～３月２４日（火）

新幹線や列車の本の展示

金沢海みらい図書館１階児童
新刊書コーナー、２階おすす
め図書コーナー

金沢海みらい図書館
076-266-2011

夢がワクワク楽しい乗り物「列車のおはなし
会」

３月１４日（土）１５：００～

対象：幼児～（申込み不要）

金沢海みらい図書館１階交流
ホール

金沢海みらい図書館
076-266-2011

北陸新幹線金沢開業記念
しんかんせんのしおりプレゼント

３月１４日(土)

本の貸出しをした方に、玉川こ
ども図書館の子どもサポーター
ズクラブが作ったオリジナル新
幹線しおりをプレゼント。

玉川こども図書館

玉川こども図書館
076-262-0415

３月８日（日）
１１：００～１１：３０

いろいろな新幹線の紹介やクイ
ズ、乗り物の絵本の読み聞かせ
等。

玉川こども図書館１階
なしの部屋

劇団「おもちゃ箱」のおはなし会
『新幹線大集合！』

ツエーゲン金沢ホーム開幕戦

Ｊ２昇格を果たした「ツエーゲ
ン金沢」のホーム開幕戦が開催
される。
対戦相手：東京ヴェルディ

３月１５日(日)

金沢マラソン２０１５
一般ランナー募集開始！

一般ランナー募集：3月16日（月）
～

【大会概要】
開催日：11月15日（日）
制限時間：7時間
参加人数：12,000人

１階

玉川こども図書館
076-262-0415
【関連HP】
http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/kodomo/

おは

玉川こども図書館
076-262-0415
市民スポーツ課
076-220-2443

石川県西部緑地公園陸上競技
場

金沢市内全域（スタートは広
坂通り、フィニッシュは石川
県西部緑地公園陸上競技場）

【関連HP】
http://www.zweigen-kanazawa.jp/
金沢マラソン組織委員会事務局（金沢市金沢マラソン
推進課内）
076-220-2726
【関連HP】
http://www.kanazawa-marathon.jp/index.html

・3/14（土）15（日）：12施設一
斉無料夜間開館

「金沢ナイトミュージアム2015
開業記念」

北陸新幹線

北陸新幹線開業記念「花と緑のウエルカムロー
ド」
～都心軸の彩りでおもてなし～

・3/14（土）、20（金）～23
（月）：ワークショップ、演奏会、
演劇のイベント
【内容】
金沢21世紀美術館(ワークショップ
3/14)、金沢蓄音器館(ピアノ演奏
3/20)、金沢文芸館(バイオリン・ピ
アノ演奏3/20)、安江金箔工芸館(バ
イオリン・ハープ演奏3/21)、旧中
村邸（中村記念美術館）(演劇
3/22)、金沢市民芸術村(演劇3/23)

３月初旬（開業１週間前）～５月中
旬
※一部、３月一杯で終了する箇所あ
り

2015年3月14日の北陸新幹線
開業を記念して、開業日を含む
週末に博物館や美術館の開館時
間を延長し、さまざまなイベン
トを開催するもの。

北陸新幹線開業にあわせ、「伝
統と創造」をテーマに都心軸を
美しく花や緑で彩り、県外から
の来訪者をおもてなしする

【無料夜間開館施設】12施設
【イベント開催】金沢蓄音器
館、金沢文芸館、安江金箔工
芸館、旧中村邸（中村記念美
術館）、金沢市民芸術村

金沢文化振興財団
076－220－2190
金沢芸術創造財団
076－223－9898
【関連HP】
http://www.nightkanazawa.com/

駅東広場、リファーレ前交差
点、ルキーナ前、尾山神社前
参道、香林坊交差点、片町プ 緑と花の課
レーゴ前
076-220-2358

＜その他商店街等実施イベント＞
実施主体

事業名

期間

北陸新幹線開業イベント
カニ汁』

『近江町

近江町市場商店街振興組合
『ゲリラレストランat近江町市場』

片町商店街振興組合

伏見台商店街振興組合

金澤表参道・横安江町商店街振興組合

3月14日(土)
13時～、16時～、19時
3月15日(日) 13時、16時

片町×西芸妓 お練り～祝 北陸新幹線
3月28日（土）
金沢開業/祝 片町Ａ地区再開発棟上～
14:05～15：30
（仮称）

待ってました！新幹線（祝）餅つき
大会

３月２２日（日）
１１時～１時頃

待ってました！新幹線（祝）記念
クーポン

３月中旬～４月末日

待ってました！新幹線
スタンプラリー

三馬３兄弟

よこっちょ・ポッケまーと

金沢市旅館ホテル協同組合

金沢の宿グルメプレゼント

金沢城兼六園商店会

ぼんぼりｄｅお迎え紺屋坂

内容

問合せ先・関連ホームページ

新幹線の1番でいらっしゃる
3月14日（土）、3月15日
お客様に、まず近江町市場の
（火）
大鍋で作る「カニ汁」を1日
9：00～12：00（予定数量終 600食を300円で販売する。
076-231-1462
了まで）

３月２２日（日）～４月３０日
（木）

３月１４日（土）、３月１５日
（日）

北陸新幹線開通を祝って諏訪 【関連HP】
綾子さんによる『ゲリラレス http://ohmicho-ichiba.com/
トランat近江町市場』を金沢
21世紀美術館との連携で開催
する。
片町会、片町商店街振興組
合、そして西芸妓衆が北陸新
幹線金沢開業と片町Ａ地区再
開発棟上による、片町のさら
なる発展を祈願し、祈願祭を
執り行う。続いて、西芸妓衆
による伝統芸能披露のあと、
香林坊から片町の大通り、タ
テマチまでを練り歩く。
参加費無料のもちつき大会
（もちの振る舞い）

各加盟店でクーポン内容を考
え、工夫し、賑わいにつなげ
る。
加盟店に置いてある応募用紙
に、各キャラクターがおすす
めする店でスタンプを１個ず
つ集めて応募。抽選で食事
券・商品券・旅行券（未定）
が当たる。
金沢を中心に北陸のクラフト
やアート作家の店舗が商店街
の通りを埋め尽くす。飲食店
の多く出展。東別院山門前で
は、ライブパフォーマンスが
繰り広げられる。

076-232-0630
【関連HP】
http://kanazawa5towns.com/event/detail0001
49.html

076-242-4634

076-231-2536
【関連HP】
http://yokoccho.collabon.com/

3/14～3/22に加盟施設に宿
泊したお客様に、金沢の食に
ついてのアンケートを実施。
３月１４日（土）～22日（日） アンケートに答えていただい 076-221-1147
た方の中から抽選で100名に
金沢の味覚をプレゼント

３月１４日（土）～５月10日
（日）

金沢城兼六園に向かう紺屋坂
界隈を梅鉢紋、徽軫灯籠、加
賀てまりを描いたぼんぼりに
て艶やかに彩り、皆様をお迎
えします。

