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金沢かがやき
ブランドブース

“工芸で彩る”
食の空間コーディネート展

お帰り乗車券
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金沢仏壇を
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ガーデンルーム

10/8（土）

発酵食や出汁を使った
体験ワークショップ

職人や作り手の技術や工芸品を、

見て・触れて・体験して、

「工芸のまち・金沢」を再発見しよう!

Discover “Kanazawa, the City of Crafts*” 

by observing and experiencing the skills

and crafts of its artisans.

*Member of the UNESCO Creative Cities Network since 2009
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しいのき迎賓館入場口 しいのき緑地入場口 検温チェックテント

※案内図の内容については変更となる場合があります

はくのり乗降場

NHK映像体験

みんなで作ろう!
秋の和菓子

10/9（日）、10（月・祝）

KOGEI Hands-on

16

ご来場の際は、マスク着用、手指の消毒、検温、ソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染拡大防止対策へのご協力をお願いします。

❹金沢の菓子・料理等名工賞表彰式
日時｜10/10(月・祝)15:00～16:00
会場｜金沢市役所第二本庁舎 １Fエントランスホール

❷みんなでつくろう！おいしい和菓子
日時｜10/8(土)11:00/11:40/13:00/13:40/14:20
　　  各回終了後、KOGEI体験「銅鑼・茶の湯釡」に参加できます。
会場｜2F ガーデンルーム【予約不要(先着順・整理券配布10:00～)】
料金｜500円

❶発酵食や出汁を使った体験ワークショップ
日時｜10/8(土)11:00/11:40/13:00/13:40/14:20
会場｜２F ガーデンルーム【予約不要(先着順・整理券配布10:00～)】

日時｜10/8(土)～10(月・祝)10:00～17:00 ※11(月・祝)のみ15:00終了
会場｜しいのき緑地 石の広場 ※なくなり次第、終了　

❸五感にごちそうかなざわ飲食テイクアウトブース

日時｜10/8（土）～9（日） 会場｜しいのき迎賓館 ほか
y金沢市産業政策課　TEL：076-220-2204　gokan-gochisou-kanazawa.jp

●同時開催イベント

「かなざわ国際交流まつり2022」
日時｜10/8（土）～9（日） 10：00～15：00　会場｜金沢市役所第一本庁舎前広場
y（公財）金沢国際交流財団　TEL：076-220-2522　www.kief.jp

「ミス加賀友禅オーディション2022」
日時｜10/9（日） 13:00開演
y(協)加賀染振興協会　TEL：076-224-5511　www.kagayuzen.or.jp

「金沢市立泉小学校４年生加賀友禅染額展示」
日時｜10/8（土）～10（月・祝） 10：00～17：00　会場｜しいのき迎賓館 1F・2F各所
y金沢市立泉小学校　TEL：076-241-8318　　※10（月・祝）のみ15:00まで

「KANAZAWA SDGs フェスタ」
日時｜10/8（土） 10：00～17：00　会場｜金沢市役所第二本庁舎
y金沢市企画調整課　TEL：076-220-2031

「かなざわエコフェスタ2022」
日時｜10/9（日） 10：00～15：00　会場｜金沢市役所第二本庁舎
y金沢市ゼロカーボンシティ推進室　TEL：076-220-2507

G U I D E  B O O K
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無料2022 .10.8  –10S AT MON

［土］ ［月・祝］

10:00-17:00
しいのき迎賓館、しいのき緑地

最終日10月10日は
～15:00まで

主　　催：「KOGEIフェスタ!」開催委員会、金沢市・（一社）金沢クラフトビジネス創造機構

共　　催：協同組合加賀染振興協会、金沢九谷振興協同組合、金沢仏壇商工業協同組合、

                石川県箔商工業協同組合、金沢漆器商工業協同組合、石川県加賀刺繍協同組合、

                金沢市工芸協会、石川県政記念しいのき迎賓館

特別協力：北國新聞社

後　　援：NHK金沢放送局、（公財）宗桂会、（公財）金沢芸術創造財団、（公大）金沢美術工芸大学

「KOGEIフェスタ!」開催委員会（金沢市クラフト政策推進課内）
〒920-8577 金沢市広坂1-1-1　TEL:076-220-2192　FAX:076-260-7191

●お問い合わせ

KOGEIフェスタ!の公式サイトで
最新情報をチェックしよう！
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※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

まちなかのイベントに参加して、お帰り乗車券をもらおう‼

「のりまっし金沢」の
詳細・ダウンロードはこちらから

●お問い合わせ

金沢市交通政策課 TEL：076-220-2038

まちなかで多くのイベントが開催される10月8日（土）～10日（月・祝）の期間中、

デジタル交通サービス「のりまっし金沢」にご登録された方へ、バスで使える乗車券（大人200円、子供100円）をプレゼント。

※既にご登録いただいている方は、メニューより「会員情報」の画面をご提示ください。

しいのき迎賓館 中央公園側出入口 （検温チェックテント内）配布場所

令和４年10月8日（土）～10日（月・祝） 10:00～17:00 ※10日(月・祝)のみ15:00まで配布期間

「のりまっし金沢」会員登録完了のメールを配布場所にいる職員にご提示ください。受取方法

www.kogei-festa.jp

KOGEIフェスタ! 検索

いしかわ百万石文化祭2023応援事業

YouTubeにて
配信



KOGEI Coordinate | Shiinoki Cultural Complex Gallery B

コーディネート

工芸文化を育んできた石川の豊かな自然を体

感できるドームシアター、作家たちの驚きの技

法を見られるブース、作品を美しく撮るフォト

コーナーなど、NHKの映像を使って工芸の魅

力を再発見！

〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号金沢市クラフト政策推進課内

TEL：076-220-2373

金沢市工芸協会 https://kanazawa-dkogei.com/

工芸がもっと楽しくなる

ＮＨＫ映像体験!

伝統工芸に関する番組情報など、

詳しくはこちらへ⇒

〒920-8644 金沢市広岡３丁目２-１０

TEL：076-264-700１

NHK金沢放送局 https://www.nhk.or.jp/kanazawa/

“工芸で彩る”

食の空間

コーディネート展

食卓などで工芸品を使用した画像公募

展の受賞作品と審査員のモデル作品を

再現展示。工芸品を普段の生活に取り

入れて使うことの魅力をお伝えします。

10:00～17:00
※10日(月・祝)のみ15:00まで

場所：ギャラリーＢ

10月8日（土）－10日（月・祝）

入場
無料

10:00～17:00
※10日(月・祝)のみ15:00まで

場所：しいのきプラザ、
　　  ギャラリーA

10月8日（土）－10日（月・祝）

入場
無料

若い作り手の感性を活かした工芸品がズラリと並び、お気に入りの作家や工芸品に

出会えるチャンスです。そのほかにも、金沢の食文化を味わえるテイクアウトブースや

金沢かがやきブランド認定製品の販売などもあります。

There is a wide array of craft items that reflect the sensibility of young artisans; this is your chance to dis-

cover an artist or a craft that takes your fancy. There are also take-out booths where you can savor 

Kanazawa’s food culture, and Kanazawa Kagayaki Brand products are available for purchase.

自分だけのお気に入りを見つけよう！
Find that special item for yourself!

Exhibitors 出展者 ※出展場所は裏面の「会場マップ」をご覧ください

五感にごちそうかなざわ 飲食テイクアウトブース

市内の中小企業が独創的なアイデアや優れた技術力を活かして

開発した製品を、金沢市が「金沢かがやきブランド」として認定して

います。会場では、お客様から好評価をいただいている認定製品

の展示及び販売を行います。

金沢かがやきブランド認定製品を展示販売!

しいのき緑地

Program プログラム

金沢の工芸を体験してみよう!

Experience craft making for yourself, under the direction of a craft artisan. 

An opportunity not to be missed!

作り手等から直接指導を受けながら、工芸制作を体験できます。

この機会にぜひチャレンジしてみてください。

Experience Kanazawa’s crafts!

しいのき迎賓館

KOGEI Hands-on | Shiinoki Cultural Complex KOGEI Marche | Shiinoki Greens

事前

予約制

当日空きがあれば

飛び入り参加可能！

加賀繡H

※10(月・祝)は⑪～⑭の体験はなし

※10(月・祝)は⑨～⑫の体験はなし

金沢仏壇I 無料

金沢漆器G加賀友禅F

※10(月・祝)は⑧～⑩の体験はなし

金沢仏壇E

金沢九谷A

ろくろを回してごはん茶碗作り！！

電動ろくろを使って、金

沢九谷の粘土でごはん

茶碗を作ります。後日焼

成してお渡しします。（送

料別途）

桐工芸C 金沢箔D

※写真はイメージです。

❶

❷

❸

❹

❺

❻ガンガン使える漆のカトラリーと器

❼アートはんこ

❽Ryuhow(竜邦)

❾杜のみずひき工房

10黒まめ舎

11SOUQ 香田 昌恵×minuit

12Clef de fa （クレ・ド・ファ）

13大西 雄三郎

14瑞白

15はやし仏壇店（彫刻部門）

16百々猫堂

17arbre（アーブル）

18さくらんぼ

19相川志保・島田流生・河本真詩

20ヒトトキ

21増井洋子(鹿猫工房)

22木工・漆 木下富雄

23Morinoko

24ヒトツマミ

25うっち

26漆芸 種本

27TAKATAKA

28Sagiya glass works

29金沢美大 陶磁部屋

30金沢美大 金工・染織部屋

31竹取物語 かぐや姫

32金沢卯辰山工芸工房

33tocohana -トコハナ-

34POISON APPLE

35ちゃわん屋

36Markey’s

37スナオミ ガラス

38Jiu Glass

39sette

40加賀友禅 桔梗工房

41九谷焼 創楽庵

42ぬり千

43九谷焼 五彩堂

44釣り道具製作 ハッサク工房

45ぬしやの要明堂

46Garage 10yd

47KUTANI *en*

48SQUNA

49藪屋

50和傘・水引 工房 明兎

51陶工 真々

52九谷工房 沙蔵（サクラ）

金澤玉寿司
〈うなぎ弁当・色付け丼・柿の葉寿司・笹寿司〉

季節料理と和み酒 十二の月
〈秋シャケといくらの四季彩弁当〉

旬彩和食 口福
〈能登豚・能登牛串焼き〉

酒楽 司
〈加賀野菜入り天丼・手羽先唐揚げ〉

金沢料理職人塾が出店するテイクアウトブース。

会場では、金沢の食文化を手軽に楽しむことができます。

※なくなり次第、終了 ※内容が変更になる場合があります。

無料

加賀友禅J 無料抽選制

工芸が奏でる金沢の音を体験しよう（予約不要）

金工K

後日指示

金工L

後日指示

10/8（土）、10/9（日）

1,500円　　　30分

①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~

⑤13:00~⑥13:30~⑦14:00~⑧14:30~

⑨15:00~⑩15:30~⑪16:00~⑫16:30~

 

料金

時間

各回

金箔のアクセサリーを作ろう

金沢仏壇の彫刻の部材

に金箔を押し、ステキな

ブローチのアクセサリー

に仕上げます。

10/8（土）、10/9（日）、10/10（月・祝）

1,000円　　　30分程度
①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~
⑤12:00~⑥12:30~⑦13:00~⑧13:30~
⑨14:00~⑩14:30~⑪15:00~⑫15:30~
⑬16:00~⑭16:30~

料金

時間

各回

金沢仏壇を組み立ててみよう

軽妙なトークとともに仏

壇を組み立てる参加型

パフォーマンス。仏壇の

全貌が明らかになりま

す。見るだけでもOK！

10/8（土）、10/9（日）

30～60分

①10:00~②13:00~③15:00~

※事前予約不要

時間

各回

加賀友禅きもの着装会

加賀友禅を着てみませ

んか。手ぶらでＯＫ。着装

後は自由にまちなか散

策をお楽しみください。

10/10（月・祝）

①10:00~②11:00~③12:00~④13:00~

※15:00までに会場へ返却（各回４名）

10/3(月)17:00　　　16名

抽選結果は10/5(水)にメールにてご連

絡いたします

時間

応募締切 定員

型染でトートバッグを作ろう

加賀友禅の職人になっ

た気分で型友禅のトート

バッグを作ります。

10/8（土）、10/9（日）、10/10（月・祝）

1,000円　　　30分

①10:00~②10:40~③11:20~④12:00~

⑤12:40~⑥13:20~⑦14:00~⑧14:40~

⑨15:20~⑩16:00~

料金

時間

各回

金沢蒔絵でお盆を作ろう

下絵の描かれた漆の盆

に彩色し、金粉等を蒔く

蒔絵体験です。代用漆を

使用しているのでかぶれ

る心配はありません。

10/8（土）

3,300円　　　90分

①10:00~②12:00~③14:00~④15:30~

料金

時間

各回

鋳物の菓子切りを作ろう

鋳物の工程を聞き、砂型

作りや磨きを体験し、オリ

ジナルの菓子切りを作っ

てみませんか。大人から

子供まで体験できます。

10/9（日）、10/10（月・祝）

2,000円　　　50分

①10:00~②11:00~③12:00~④13:00~

⑤14:00~⑥15:00~⑦16:00~

料金

時間

各回

無料金沢箔×まちのりM

「はくのり」に乗ってみよう

金沢市公共シェアサイクル「まちの

り」に、金箔貼りの特別車「はくのり」

が誕生！ぜひ試乗してみてください。

先着400名に金箔ノベルティをプレ

ゼント！

10/8（土）、10/9（日）、10/10（月・祝）

はくのり乗降場（しいのき迎賓館正面玄関前）

会期中随時

※8（土）10:00～13：00は試乗不可

※事前予約不要

※試乗は10分以内、上記の場所に要返却

時間

場所

菓子切りに刻印を押そう

たがねで好きな文字を

刻印し、オリジナルの菓

子切りを作ります。

10/9（日）、10/10（月・祝）

1,500円　　　30分
①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~
⑤12:00~⑥12:30~⑦13:00~⑧13:30~
⑨14:00~⑩14:30~⑪15:00~⑫15:30~
⑬16:00~⑭16:30~

時間

料金 各回

※10(月・祝)は⑪～⑭の体験はなし

加賀繡のキーホルダーを作ろう

絹地に絹糸や金糸でア

マビエを刺繍して、キー

ホルダーに仕立てます。

お好きな色で刺繍ができ

ます。

10/9（日）、10/10（月・祝）

1,300円　　　60分

①10:00~②11:30~③13:30~④15:00~

料金

時間

各回

桐のミニ額を作ろう

桐の木のパーツを組み

合わせて小さな額を作り

ます。自分で書いた絵を

飾ることができます。

10/8（土）、10/9（日）

1,000円　　　30分

①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~

⑤12:00~⑥12:30~⑦13:00~⑧13:30~

⑨14:00~⑩14:30~⑪15:00~⑫15:30~

⑬16:00~⑭16:30~

料金

時間

各回

金箔の小皿を作ろう

数多いデザインから好き

な絵柄を選び、金箔を貼

って小皿を作ります。

10/8（土）、10/9（日）、10/10（月・祝）

1,500円　　　30分

①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~

⑤12:00~⑥12:30~⑦14:00~⑧14:30~

⑨15:00~⑩15:30~⑪16:00~⑫16:30~

料金

時間

各回

三弦O

三弦を分解・組み立てし

ながら、楽器の仕組みを

紹介します。曲の一節を

弾いてみよう。

10/10（月・祝）

無料銅鑼・茶の湯釡N

「みんなでつくろう！おいしい和

菓子！」で作った和菓子を召し上

がっていただく際に、銅鑼の響

きや茶の湯釡にお湯が沸き立

つ音を聞いてみよう。

10/8（土）

30分　　　①11:40~②12:20~③13:40~④14:20~⑤15:00~

「みんなでつくろう！秋の和菓子」に参加した方　

各回

対象

時間

※10(月・祝)は⑪～⑭の体験はなし

※10(月・祝)は⑥⑦の体験はなし

事前予約の申込先はこちら
●お問い合わせ

株式会社 ケィ・シィ・エス

TEL：076-224-4141

KOGEIフェスタ！公式サイトからお申し込みください。

www.kogei-festa.jp
申込方法

KOGEIフェスタ! 検索

桐工芸B

桐の人形やコマに絵付けをしよう

桐の木で作った人形や

コマにペンで絵付けをし

ます。人形はストラップに

もできます。

10/8（土）、10/9（日）

人形1,000円、コマ800円　　　30分

①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~

⑤12:00~⑥12:30~⑦13:00~⑧13:30~

⑨14:00~⑩14:30~⑪15:00~⑫15:30~

⑬16:00~⑭16:30~

料金

時間

各回

千の恵〈アクアリュウム・ドリームちえの水槽〉
※10/9（日）のみ

パティスリー木のひげ
〈湯涌街道・KANAZAWA穂ほほ〉

シーブレーン〈はなもっこ〉
※10/8（土）、10（月・祝）のみ

茶のみ仲間
〈上級袋茶シリーズ〉

石川県クラフトデザイン協会

日時：10/8(土)10:30～

場所：しいのき緑地

はくのり完成披露
セレモニー【 】


