
キッズイベント情報
2022年1010・1111・1212月、2023年11・22月

 連絡先　  会場　  時間　  対象者（記載がない場合はどなたでも）
 参加費　  申込方法　  注意事項

金沢ふるさと偉人館　�  220-2474

子ども作品展「第15回自画像展」
9:30～17:00(入館は16:30まで)　
一般310円、65歳以上210円、高校生以下無料

子ども作品展「第18回名前一文字展」【前期】
9:30～17:00(入館は16:30まで)　
一般310円、65歳以上210円、高校生以下無料

金沢市ごみ減量推進課　�  220-2302

とむろひろば（かえっこバザール＆エコ工作教室）
戸室リサイクルプラザ　 10:00～12:00　 金沢市民
かえっこバザール:無料、エコ工作教室:有料　 電子申請・ハガキ(抽選)

とむろキッズの森リユース市
戸室リサイクルプラザ　 10:00～12:45　 金沢市民
無料　 電子申請・ハガキ(抽選)

金沢市環境政策課　�  220-2507

かなざわエコフェスタ2022
金沢市役所第二本庁舎　 10:00～15:00
無料(一部体験ブース有料)

卯辰山公園健康交流センター千寿閣　�  222-0008

バルーンアート教室(長い風船で色んな物を作ろう)
10:30～14:30　 無料　
当日受付(～14時、先着順)　
材料がなくなり次第終了

アートを楽しもう～葉っぱの絵～
10:30～12:00　 親子(お子様は5歳位～小学3・4年生位まで)６組　
無料　 電話(9/27 9:00～、先着順)

手づくり工作教室～針金で作るやじろべい～
10:30～16:00　 無料　 当日受付(～15:30、先着順)　　
材料がなくなり次第終了

アートを楽しもう～好き！の絵～
10:30～12:00　 親子(お子様は5歳位～小学3・4年生位まで)６組　
無料　 電話(11/1 9:00～、先着順)

手づくり工作教室～ゴムで動くくるま～
10:30～16:00　 無料　 当日受付(～15:30、先着順)　　　
材料がなくなり次第終了

アートを楽しもう～クリスマスの工作～
10:30～12:00　 親子(お子様は5歳位～小学3・4年生位まで)６組　
無料　 電話(11/29　9:00～、先着順)

手づくり工作教室～干支(うさぎ)の折り紙～
10:30～16:00　 無料　 当日受付(～15:30、先着順)
材料がなくなり次第終了

アートを楽しもう～雪だるまの絵～
10:30～12:00　 親子(お子様は5歳位～小学3・4年生位まで)６組　
無料　 電話(1/10 9:00～、先着順) 

手づくり工作教室～針金で作るバランスゲーム～
10:30～16:00　 無料　 当日受付(～15:30、先着順)　
材料がなくなり次第終了

アートを楽しもう～バレンタインの絵～
10:30～12:00　 親子(お子様は5歳位～小学3・4年生位まで)６組　
無料　 電話(1/31 9:00～、先着順) 

手づくり工作教室～おひな様のおりがみ～
10:30～16:00　 無料　 当日受付(～15:30、先着順)　　
材料がなくなり次第終了

金沢市近江町交流プラザ　�  260-6722

ハロウィンイベント
3Fちびっこ広場　 11:00～11:30　 就学前の幼児と保護者
無料　 先着15組

金沢食育キッズマイスター育成(こども料理塾)
基礎6回冬期コース

3Fキッチンスタジオ　 13:00～14:40　
金沢市内在住の小学3年生～6年生　 無料　 12名（多数時抽選）

クリスマス会
3Fちびっこ広場　 11:00～11:40　
就学前の幼児と保護者　 無料　 先着15組

豆まき
3Fちびっこ広場　 11:00～11:40　
就学前の幼児と保護者　 無料　 先着15組

おやこの伝統食教室(料理教室)
3Fキッチンスタジオ　 11:00～13:30　
金沢市内在住の小学生3～6年生とその保護者　 無料　 6組（多数時抽選）

詳細は後日告知

玉川こども図書館　�  262-0415

玉川こどもシアター「マジックロールを作ろう！」
3F交流ホール　 13:30～15:00　 小学生(20人)
無料　 電話・窓口・FAX(9/27～、先着順)

玉川こども図書館開館記念 絵本作家ワークショップ
「としょかんですきまっこちゃんとかくれんぼ」

3F交流ホール　 13:30～15:00　 年中児～小学生とその保護者(15組)
無料　 電話・窓口(10/4～、先着順)　 持ち物あり

古典の日「百人一首をくずし字で読もう！
～古きかな文字の謎を解け～」

3F交流ホール　 10:30～12:00　 小学4年生～中学生　
無料　 電話・窓口(10/18～、先着順)

科学あそび
3F交流ホール　 未定　 未定　
無料　 電話・窓口(未定、先着順)
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いしかわ動物園　�  0761-51-8500

裏側探検ツアー
11:00～11:30　 入園料　　
電話(10/1 9:00～、先着順)　

企画展「動物園フォトコンテスト入選作品展」
9:00～16:30(最終入園は16:00まで)　
入園料　　

企画展「干支展 卯」
9:00～16:30(最終入園は16:00まで)　
入園料　　

裏側探検ツアー
11:00～11:30　 入園料　　
電話(2/4 9:00～、先着順)　

石川県ふれあい昆虫館　�  272-3417

企画展「昆虫の武器」
9:30～17:00　11月より9:30～16:30(入館は閉館の30分前まで)
一般410円、小中高生200円　

第25回こん虫図画作品展
9:30～16:30(入館は16:00まで)
一般410円、小中高生200円　
作品募集は終了しました

ふれこんクエスト２
9:30～16:30(入館は16:00まで)
一般410円、小中高生200円

石川県埋蔵文化財センター�  229-4477

古代体験まつり
10:00～16:00　
無料

古代の文房具づくり
9:00～17:00(入館は16:30まで)　
無料

木簡年賀状づくり
9:00～17:00(入館は16:30まで)　
無料

古代体験ミニ講座土偶づくり
①9:30～、②13:30～　 小学3年生以上(3・4年生は保護者同伴)　
無料　 電話(11/9～平日のみ、各回先着15名)

古代体験学習講座馬形はにわづくり
9:30～15:00　 小学5年生以上(人物はにわづくり経験者)　
無料　 電話(11/21～平日のみ、先着10名)

古代の独楽づくり
9:00～17:00(入館は16:30まで)
無料 

古代体験ミニ講座剣づくり
①9:30～、②13:30～　 小学3年生以上(3・4年生は保護者同伴)
無料　 電話(12/21～平日のみ、各回先着15名)

古代体験学習講座弥生の玉づくり
9:30～15:00　 小学3年生以上(3・4年生は保護者同伴)
無料　 電話(1/11～平日のみ、先着10名)

古代体験ミニ講座ミニ縄文土器づくり②
①9:30～、②13:30～　 小学3年生以上(3・4年生は保護者同伴)　
無料　 電話(2/1～平日のみ、各回先着15名)

古代のはたおり体験
9:00～17:00(入館は16:30まで)　
無料

石川県立生涯学習センター�  223-9572

第3回「ファミリー・カレッジ in 本多の森」親子昆虫講演会
13:30～15:00　 小学4年生～6年生と保護者
無料　 電子申請システム(抽選)

第4回「ファミリー・カレッジ in 本多の森」親子環境講演会
13:30～15:00　 小学4年生～6年生と保護者
無料　 電子申請システム(抽選)　 講師：野口 健氏（アルピニスト）

第5回「ファミリー・カレッジ in 本多の森」親子ダンス教室
いしかわ総合スポーツセンター　 13:30～15:00　
小学1～3年生と保護者　 無料　 電子申請システム(抽選)

のとじま水族館　�  0767-84-1271

チャレンジメニュー「イルカ教室」
10:00～12:00　 小学生とその保護者10名　
入場料　 メール(10/1～10、多数時抽選)

チャレンジメニュー「さかな教室」
10:00～12:00　 小学生とその保護者10名　
入場料　 メール(2/1～10、多数時抽選)

金沢市森林再生課　�  220-2217

森の学校～森と里山について楽しく学ぼう！～
東原町運動公園　 未定　 金沢市在住の小学生親子　 1組1,000円　
電子申請・FAX　 予備日:11/13(日)、詳細は「金沢の森づくり」で検索(10月

頃公開予定)・多数時抽選

クリスマスヴィレッジ～森のとびらを開けよう！～
金沢市民芸術村　 未定　 無料(一部有料ワークショップ有)
詳細は「金沢の森づくり」で検索(11月頃公開予定)・多数時抽選

金沢市緑と花の課　�  220-2356

緑の相談広場(第６回)
金沢市役所第一本庁舎エントランスホール　 13:30～15:00　 親子
無料　 電子申請・電話(～10/7、親子15組30名、多数時抽選)
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サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館�  0761-22-8610

SDGsを学ぼう おいしく・無駄なく食べよう ＆
“だしの秘密を学んで、
マルちゃん赤いきつねうどんを知ろう！”

わくわくホール　 11:00～12:20、13:30～14:50　
小学生とその保護者　 無料　 HP(事前申込、各回25組、先着順)

ハロウィントゥナイト
３Ｄスタジオ　 13:40～14:20、16:00～16:40　
大人500円、3歳以上高校生以下250円　 当日受付(各回70名、先着順)

スターウォッチング 皆既月食を見逃すな！
サイエンスヒルズこまつ屋外　 18:00～20:00　
無料　 曇雨天時中止

サイエンス・フェスタ2022
11:00～16:00　 無料　
HP(事前申込、先着順)

学びの杜ののいち カレード�  248-8099

かがく実験教室 マイクを作って話そう
14:00～15:00　 小学生と保護者　
500円　 電話・来館(9/25～、先着20名)

かがく実験教室 とぶおもちゃを作ろう
14:00～15:00　 小学生と保護者　
500円　 電話・来館(10/23～、先着20名)

かがく実験教室 不思議なあぶり出し
14:00～15:00　 小学生と保護者　
500円　 電話・来館(11/27～、先着10名)

かがく実験教室 バズーカ砲を作ろう
14:00～15:00　 小学生と保護者　
500円　 電話・来館(12/25～、先着20名)

かがく実験教室 ストロー風車を作ろう
14:00～15:00　 小学生と保護者　
500円　 電話・来館(1/22～、先着20名)

石川県立白山ろく少年自然の家�  256-7114

エンジョイ家族
「スノーチャレンジ」親子スキー活動

白山ろく少年自然の家と白山一里野温泉スキー場　
未定　 小学3年生以上を含む家族　
4,000円程度(リフト代別)　 電話(約1ヶ月前～、先着順)

石川県金沢港大野からくり記念館�  266-1311

企画展｢からくり人形の世界｣
人形師 榎本誠治・半屋光蔵

石川県金沢港大野からくり記念館　
9:00～17:00(最終入館は16:30まで)　 大人300円、小中高生200円

白山市立博物館�  275-8922

ミニ新幹線乗車会
白山市立博物館 西側駐車場　 10:00～12:00、13:00～15:00
どなたでも（就学前の幼児は保護者同伴）　 無料
当日9:30より整理券を配布(先着120名)　 雨天中止
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