
金沢文芸館

金沢市スポーツ事業団

金沢市緑と花の課

徳田秋聲記念館

室生犀星記念館

あすなろ青春文学賞作品募集
募集期間:9/1㊍～ 12/20㊋　
提出可能時間:開館時間内(10:00～17:30)　
中学生以上満20歳以下(R4.12.20時点)
応募無料　 来館・郵送(当日消印有効)

かなざわスポーツフェスティバル2022
10/8㊏～10㊊㊗　10:00～16:00　
無料(一部有料)　 HP(かなざわスポーツねっと）、先着順

ボッチャ交流大会
10/23㊐　10:30～15:00
無料　 HP(かなざわスポーツねっと）、先着順　

パラスポーツを体験しよう！
11/26㊏　13:00～17:00　
無料　 HP(かなざわスポーツねっと）
金沢市総合体育館

緑の相談広場(第７回)
11/19㊏　13:30～15:00　

健康プラザ大手町
無料　 電子申請・電話(～11/7、定員30名・多数時抽選)

企画展記念講演「煙管の音―久米正雄と秋聲」
10/2㊐　14:00～16:00　
一般310円、65歳以上210円、高校生以下無料　
電話(9/3～、定員20名)

新内流し
①10/14㊎、②10/15㊏　①19:00～19:30、②16:00～16:30　

①徳田秋聲記念館　②円長寺
①一般310円、65歳以上210円、高校生以下無料　②300円　
電話(9/15～、各回定員20名)

ギャラリートーク
11/5㊏　11:00～、14:00～(各回40分程度)
一般310円、65歳以上210円、高校生以下無料　
電話(10/5～、定員5名)

秋聲忌 ①墓前祭 ②記念講演
11/12㊏　①13:00～13:30　②14:00～16:00　

静明寺
無料　 電話(10/10～、各定員20名)

萩原朔美氏講演会「言葉の素顔を見てみたい」
―朔太郎、犀星の詩語について―
10/1㊏　14:00～16:00　

金沢市文化ホール3F大会議室(高岡町15-1)
無料　 電話(要予約、9/8　9:30～、先着100名)

新内流し「あじゃり」
10/15㊏　17:00～18:00　

室生犀星記念館～雨宝院
一般310円、65歳以上210円、高校生以下無料　
電話(要予約、9/15　9:30～、先着20名)

263-2444

247-9018

220-2356

251-4300

245-1108

参加する

のとじま水族館

石川県教育委員会事務局文化財課

石川近代文学館

能登の豊かな里海講座
11/6㊐、1/8㊐　13:30～　

水族館本館レクチャーホール　 入場料

第69回日本伝統工芸展金沢展 記念講演会
10/30㊐　13:30～15:00　

石川県立美術館
無料　 FAX・メール(～10/21・多数時抽選)　
講師:川北良造氏・前 史雄氏(重要無形文化財保持者）

朗読会『我が愛する詩人の伝記』より
「北原白秋」・「萩原朔太郎」(抄・室生犀星著)
10/22㊏　14:00～15:00
電話(9/22　9:00～、先着20名)

朗読会「犀星でつなぐ中野と井上の随筆と詩」
11/19㊏　14:00～15:00 
電話(10/19　9:00～、先着20名)
石川四高記念文化交流館　 無料

0767-84-1271

225-1841

262-5464

金沢市女性センター
自分も相手も大切にする人間関係セミナー
11/22㊋・29㊋　10:00～12:00　
金沢市在住または在勤の女性15名　 無料
FAX・HP・メール(10/25～、先着順)

はじめの一歩 男性家事セミナー
12/10㊏、1/14㊏、2/18㊏　10:00～12:00(予定)　
金沢市在住または在勤の男性12名　 無料　
ハガキ・FAX・HP・メール(11/8～、先着順)

223-1265

石川県立白山ろく民俗資料館

石川県埋蔵文化財センター

穂がち体験
10/23㊐　10:00～12:00

白山ろく民俗資料館　 300円　

カヤ刈り体験
11/12㊏　10:00～12:00

白山市白峰西山　 300円

トチ餅つき体験
11/20㊐　10:00～14:00

白山ろく民俗資料館　 600円
電話(1ヶ月前～、先着順)

重要文化財「加賀郡牓示札」秋季公開
9/30㊎～10/13㊍　9:00～17:00(入館は16:30まで)

県指定文化財「野々江本江寺遺跡出土品」秋季公開
9/30㊎～11/3㊍㊗　9:00～17:00(入館は16:30まで)

まいぶん考古学講座
①10/23㊐、②11/6㊐、③11/27㊐　13:30～15:00　

講座 考古学最前線
12/10㊏　14:00～16:30　

地場産業振興センター新館コンベンションホール
往復ハガキ(応募期間、記載事項等はHPで確認、多数時抽選)　

発掘報告会 「いしかわを掘る」
2/26㊐　13:00～16:30

地場産業振興センター新館コンベンションホール
往復ハガキ(応募期間、記載事項等はHPで確認、多数時抽選)
無料

259-2665

229-4477

学びの杜ののいち カレード

北陸学院大学
地域教育開発センター

料理教室 米粉のニョッキとカボチャタルト
10/7㊎　13:00～15:30
1,000円　 電話・来館(9/23～、先着16名)　

料理教室 ワインに合うおつまみ料理
11/5㊏　19:00～21:00
2,000円　 電話・来館(10/7～、先着16名)

料理教室 
絶対に失敗しないかぶらずしワークショップ
12/16㊎　13:00～15:30
2,500円　 電話・来館(11/5～、先着16名)

料理教室 キムチと韓国お惣菜
1/15㊐　13:00～15:30
2,000円(※容器代のみ、持ち帰り)　
電話・来館(12/16～、先着16名)

料理教室 
ちょっとしたお洒落に節分大豆と
イワシを使った一品
2/3㊎　11:00～14:30
1,000円　 電話・来館（1/15～、先着16名）
一般(大人)　

必ず役立つ介護食
10/8㊏　10:00～12:00
高校生、大学生、一般、ファミリー　 材料費500円程度　
HP(～9/30、定員6グループ・先着順)　

イタイイタイ病との闘い 原告小松みよ
10/8㊏　13:00～14:30
一般　 無料　 HP(先着40名)

共生社会のことを知ろう
10/22㊏（学祭2日目）　10:00～11:00
高校生、大学生、一般　 無料　 HP(～10/14、先着順)

ラフカディオ・ハーンと日本の詩歌
11/5㊏　13:00～14:00
大学生、一般　 無料　 HP(～10/28、先着順)

これまでの観光とこれからの観光
11/21㊊　10:00～11:00
大学生、一般　 無料　 HP(～11/14、先着順)

248-8099

280-3856

サイエンスヒルズこまつ 
ひととものづくり科学館
管理栄養士・防災士・災害食専門員 今泉マユ子講演会
時短簡単！災害食 親子でチャレンジ！お湯ポチャ&即席レシピ
11/23㊌㊗　10:30～11:30

わくわくホール　
無料　 HP(事前申込、先着200名)

救急・防災フェス～防災キッズアカデミー～
11/23㊌㊗　13:30～15:30

わくわくホール・屋外　
無料　 HP(事前申込、先着150名)　
講師:小松市消防本部

熟睡プラ寝たリウム
11/22㊋・23㊌㊗　13：40～14：20、14：50～15：30、16：00～16：40

３Ｄスタジオ　
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)

0761-22-8610

金沢大学
先端科学・社会共創推進機構

金沢医科大学病院 病院管理課

古文書講座 －上級編－
10/8㊏・22㊏、11/5㊏・26㊏　10:30～12:00

金沢大学サテライト・プラザ
一般　 3,000円　 電話・HP(～9/30、先着順)

足元に眠る身近な再生可能エネルギー
「地中熱」を知ろう

10/15㊏　10:00～16:45
金沢大学サテライト・プラザ
高校生から一般　 2,500円、高校生1,000円　
電話・HP(～10/7、先着順)

野鳥観察から環境を知る
－貸切バスで行く！能登の山でバードウォッチング体験－
11/5㊏　10:00～12:30

若山ダム周辺（珠洲市内）
小学1年生から一般　 金沢駅発:7,000円、高校生以下5,800円、能登
空港発:5,000円、高校生以下3,800円　 電話・HP(～10/21、先着順)

金沢を流れる歴史文化遺産・辰巳用水の散策ア
プリの開発と用水沿いのビオトープの取り組み
11/6㊐　14:00～15:30

金沢大学サテライト・プラザ
高校生から一般　 無料　 電話・HP(～11/4、先着順)　
TEL232-5343

40-50代からのカラダのお手入れ
－身体の変化に気づいていますか？－
12/3㊏　14:00～15:30

金沢大学サテライト・プラザ
一般　 750円　 電話・HP(～11/25、先着順)

加賀藩十村の身分意識
12/10㊏　14:00～15:30

金沢大学サテライト・プラザ
一般　 無料　 電話・HP(～12/8、先着順)　 TEL232-5343

古の日本海文化を垣間見る
－金沢大学資料館の考古・歴史資料から－
12/26㊊　13:00～16:00

金沢大学角間キャンパス
高校生から一般　 1,000円、高校生400円　
電話・HP(～12/19、先着順)

みんなで考えよう！地域の財産
－南砺市五箇山の世界遺産を事例に－
1/21㊏　13:00～15:00

金沢大学サテライト・プラザ
一般　 1,000円　 電話・HP(～1/13、先着順)

あなたの健康を守る！薬剤師の仕事
－アカンサス薬局・附属病院薬剤部見学ツアー－
2/7㊋・8㊌　14:00～17:00、15:00～16:30

アカンサス薬局、附属病院薬剤部(金沢大学宝町・鶴間キャンパス)
一般　 2,250円　 電話・HP(～1/31、先着順)

海女の町、輪島市海士町の言語と文化
2/18㊏　14:00～15:30

金沢大学サテライト・プラザ
高校生から一般　 無料　
電話・HP(～2/16、先着順)
TEL232-5343

健康管理講座
10月～12月に3回程度開催予定　10:30～12:00

金沢医科大学病院病院中央棟4階橘ホール
一般　 教材費として初回受講時に500円　
電話・FAX・メール:kanrika@kanazawa-med.ac.jp（先着順)

264-5272・5273

286-3511


