
祭・イベント名 開催日 開催場所 開催場所 問い合わせ先 内容 アクセス方法

食のキャンペーン「奥能登珠
洲まるかじり」春

3月1日(金)～6月末 珠洲市 協賛施設
NPO法人能登すずなり
0768-82-4688

地元産の旬の食材を使った食のキャンペーン。海藻しゃぶしゃぶや山菜を使った郷土料理を
協賛の宿泊施設や食事処で提供します。

JR金沢駅から北陸鉄道奥能登
バス珠洲特急線に乗りすずなり
館前下車。以降は協賛店舗の
場所による。

はるいろ２ 3/30（土）～5月20日（月） 金沢市 県立伝統産業工芸館
県立伝統産業工芸館
076－262-2020

「春の色」をテーマに若手工芸作家からベテラン工芸作家まで幅広い業種の商品を展示
●入場料　1F：無料、2F：18歳以上260円、65歳以上200円、17歳以下100円、6歳未満無料
●時間： 9:00～17:00（受付は16:30まで）

ＪＲ金沢駅から北鉄バス小立野
方面行きに乗車、出羽町で下
車。徒歩1分。

木目展 3/30（土）～5月20日（月） 金沢市 県立伝統産業工芸館
県立伝統産業工芸館
076－262-2020

木目を生かした伝統的工芸品を展示
●入場料　1F：無料、2F：18歳以上260円、65歳以上200円、17歳以下100円、6歳未満無料
●時間： 9:00～17:00（受付は16:30まで）

ＪＲ金沢駅から北鉄バス小立野
方面行きに乗車、出羽町で下
車。徒歩1分。

鶴仙渓　川床 4月1日(月)～11月31日(土) 加賀市
山中温泉　鶴仙渓あやとり
はし付近

山中温泉観光協会
0761‐78‐0330

北陸随一の渓谷美を誇る「鶴仙渓」。その遊歩道沿いに期間限定で登場する川床は、山中名
物のひとつです。川床では渓流のせせらぎや緑豊かな景色の風情と共に、加賀棒茶や美味し
いスイーツも堪能いただけます。

最寄駅
JR加賀温泉駅

屋形船で柴山潟周遊 4月1日(月)～10月31日(木) 加賀市 柴山潟
片山津温泉観光協会
0761-74-1123

料金：大人・子供とも800円
乗船場所：湯の元公園発（15:00～17:30）、柴山潟湖畔公園発（15:20～17:50）　※30分ごとに
出発。

最寄駅
JR加賀温泉駅

① ヘイセイのコトバ　へいせ
いのものがたり　平成の本
（仮題）

４月２０日～６月３０日 金沢市 石川四高記念文化交流館
石川四高記念文化交流
館
076-262-5464

時代の大きな節目にあたり、「平成」を彩った「言葉」（今年の漢字、流行語）、「本」（ベストセ
ラー）、「物語」（時事に対応する物語）等から平成を振り返ります。　●時間：　 9:00～17:00
●入場料：　360円

JR金沢駅から路線バス（「香林
坊下車）

ナイトギャラリー 4月26日（金）～5月6日（月） 金沢市 石川四高記念文化交流館
石川四高記念文化交流
館
076-262-5464

通常17時までの展示室の開館時間を、２１時までとします（入館は２０時３０分まで）。
 また、１７時から全館無料です（石川四高記念館は終日無料）。

JR金沢駅から路線バス（「香林
坊下車）

金沢城・兼六園ライトアップ
春の段

4月26日（金）～5月5日（日） 金沢市 兼六園・金沢城公園
石川県観光企画課
076-225-15424

兼六園と金沢城公園をライトアップします。
時間　18:30～21:00　　入園料　無料

JR金沢駅から路線バス（「香林
坊下車）

西田幾多郎哲学講座①「西田
幾多郎の親鸞理解－「知と
愛」について－」

4月27日（土） かほく市
石川県西田幾多郎記念哲
学館　哲学ホール

石川県西田幾多郎記念
哲学館
076－283-6600

西田幾多郎の思想と、浄土真宗の宗祖・親鸞聖人の思想について、哲学館館長の浅見洋が
講演します。
●時間：　13:30～15:30　　●参加費：　500円（年間受講は2000円）

【車】のと里山海道　白尾ICから
車で5分
【電車】ＪＲ宇野気駅から徒歩20
分

田鶴浜住吉大祭 4月27日（土）～28日（日） 七尾市
七尾市田鶴浜町
住吉神社

七尾市産業部観光交流
課
0767-53-8424

田鶴浜町にある住吉神社の春祭り。４００年以上の歴史があり、６台の曳山が町内を曳き回さ
れる。

JR七尾駅から車15分

緑と花のフェスティバル 4月27日（土）～28日（日） 白山市 松任グリーンパーク
白山市公園緑地課
076-274-9560

自然とのふれあいを目的に、苗木の無料配布や即売会ほか模擬店や物産展などを開催。親
子で楽しめます。

ＪＲ金沢駅から約50分　北鉄バ
ス辰口線「加賀産藤の木」下車
徒歩5分

御陣乗太鼓実演
4月27日(土)～11月3日(日・
祝)

輪島市 輪島キリコ会館
輪島キリコ会館
0768-22-7100

輪島を代表する伝統芸能「御陣乗太鼓」（石川県無形文化財）を期間中見学することができま
す。
●時間：20:30～20:50　●料金：無料
※都合により実演できない場合があります。実演日については　輪島キリコ会館（0768）22-
7100　までお問い合わせください。

バス：金沢駅バスターミナルから
北鉄バス輪島特急線「輪島マリ
ンタウン」下車（約120分）　徒歩3
分
車：のと里山海道、国道249号線
経由（約120分）

長谷川等伯展～屏風・襖-大
画面作品を中心に～

4月27日（土）
～5月26日（日）※会期中無
休

七尾市 石川県七尾美術館
石川県立七尾美術館
0767-53-1500

能登七尾出身で、桃山画壇に大きな足跡を残した絵師・長谷川等伯(1539〜1610)について、
平成8年より「長谷川等伯展」をシリーズで開催。24回目の開催となる今回は、等伯の「大画面
作品」に焦点をあてます。晩年期制作になる水墨の屏風や襖を中心に、若年期「信春時代」の
仏画や「長谷川派」絵師の絵画などもあわせ、計21点を紹介いたします。

JR七尾駅から車5分



祭・イベント名 開催日 開催場所 開催場所 問い合わせ先 内容 アクセス方法

指定文化財　春季公開
４月２７日（土）～５月２６日
（日）

金沢市
石川県埋蔵文化財セン
ター

石川県埋蔵文化財セン
ター
076‐229‐4477

重要文化財「加賀郡ぼう示札」と県指定文化財「野々江本江寺遺跡出土品」の実物展示をお
こなう特別公開です。なお、「加賀郡ぼう示札」は５月９日までの公開です。
●時間；9：00～16：30　　　●入場料：無料

JR金沢駅から路線バス（「末」下
車）

手形・足形づくり
４月２７日（土）～５月６日
（月・祝）

金沢市
石川県埋蔵文化財セン
ター

石川県埋蔵文化財セン
ター
076‐229‐4477

毎年開催している、ゴールデンウィーク期間の体験。粘土に未就学児の手や足を押し付けて
「手形」や「足形」を作ります。作品は焼成後、後日お渡しします。
●時間；9：00～16：30　　　●入場料：無料

JR金沢駅から路線バス（「末」下
車）

「第2回駄美術百万石」駄美術
展  in 金沢

４月２７日（土）～５月６日
（月・祝）

金沢市 しいのき迎賓館
しいのき迎賓館
076-261-1111

お菓子に駄菓子があるように、美術にも「駄美術」があっていいのでは？の発想のもと、遊び
心あふれる作品約150点を展示。
●時間：10:00～18:00　　●入場料： 無料

JR金沢駅から路線バス
（香林坊・アトリオ前下車）

兼六園周辺文化の森
春のミュージアムウィーク

4月27日(土)～5月6日(月・
振)

金沢市 兼六園周辺の文化施設

兼六園周辺文化の森等
活性化推進実行委員会
（県文化振興課内）
076-225-1371

兼六園周辺の各文化施設が連携し、ウォークラリーや講演会、ワークショップなど多彩なイベ
ントを開催する。

金沢駅から車で5分

春季特別展「いしかわ　神々
の遺宝」

4月27日（土）～6月2日（日） 金沢市 石川県立歴史博物館
石川県立歴史博物館
076-262-3236

古代の神まつりに使われた多彩な祭具や渡来仏をもとに海と向き合ってきた人びとの信仰を
紹介するとともに、石川を代表する神像や本地仏にもスポットをあて、民心がもとめた神の姿
をみつめます。
●時間：9:00～17:00（展示室への入室は16:30まで）
●観覧料：一般800円、大学生・65歳以上640円、高校生以下無料

JR金沢駅から路線バス（「出羽
町」下車）

歴史探訪
河内庄吉岡の歴史探訪

4月28日(日） 白山市
白山市吉岡
集合場所　白山ろくテー
マパーク吉岡園地駐車場

石川県立白山ろく民俗
資料館
076-259-2665

吉岡の境明神と上洛した佐羅宮の御輿の通った道を訪ねる。
●時　間：9:30～12:00
●参加費：１人　300円

金沢駅から車で80分

道の駅すずなり9周年祭 4月28日(日) 珠洲市 道の駅すずなり
道の駅すずなり
0768-82-4688

珠洲の中心に位置する道の駅すずなりの周年記念イベントでは、この日だけしか登場しない
商品、旬の味覚がイベント広場にズラリと勢揃いします。屋外テントはもちろん、すずなり館内
でも商品を販売します。また、この日から地元食材をふんだんに使ったお弁当「スズ弁」の一
般販売を開始します。

バスの場合：北陸鉄道バスの珠
洲特急線に乗りすずなり館前
下車
車の場合：のと里山海道、珠洲
道路経由

第28回いしかわスポーツ・レク
リエーション交流大会総合開
会式

4月28日（日） 金沢市
いしかわ総合スポーツセン
ター

いしかわスポーツ・レク
リエーション交流大会実
行委員会
076-225-1392

いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会に参加する県民や、各種目団体等の一体感の
醸成や高揚を図り、多くの県民に本大会を周知し、県民のスポーツ・レクリエーション活動への
参加を喚起するとともに、本県のより一層のスポーツ振興を図る
●内容　総合開会式
●総合開会式後のプログラム、種目別大会、健康づくりプログラム等を予定

車またはJR金沢駅から路線バ
ス（「総合スポーツセンター前」下
車）

倶利迦羅さん八重桜まつり 4月28日(日)～5月5日(日) 津幡町 倶利迦羅不動寺周辺
津幡町商工会
076-288-2131

6,000本もの八重桜の花見。28・29日には、不動寺の境内でつきたての厄除け念仏赤餅が参
拝者に配られる。

金沢駅からIRいしかわ鉄道線で
倶利伽羅駅下車　倶利伽羅駅
から車で15分

いしかわ・金沢　風と緑の楽都
音楽祭2019

4月28日(日)～5月5日(日・
祝)

金沢市、北陸三
県

石川県立音楽堂、金沢市
アートホール、金沢駅周
辺、加賀地区・能登地区
ほか

いしかわ・金沢　風と緑
の楽都音楽祭実行委員
会
076-232-8111

ゴールデンウィークの新緑の季節、いしかわ・金沢、北陸の各地が、音楽あふれる「楽しい都」
に変わります！今年は、「春待つ北ヨーロッパからの息吹」をテーマに、一流オーケストラや演
奏家が北欧・ロシアの作曲家による名曲を演奏するほか、伝統芸能とのコラボレーション、市
民参加型プログラムなど、１７０にも上る魅力満載のプログラムを実施します。

金沢駅徒歩1分

大町祭り郷社祭り 4月28日（日）～29日（月・祝） 穴水町 大町市街地大宮神社
穴水町政策調整課
観光交流推進室
0768-52-3790

大宮神社（辺津ひめ神社）の春の祭礼で神輿と獅子舞が大町の市街地に練り出す。
穴水駅から
徒歩５分



祭・イベント名 開催日 開催場所 開催場所 問い合わせ先 内容 アクセス方法

親子で森の癒し体験
～医師と歩く森林セラピー
ロード～

4月29日(月・祝) 津幡町 石川県森林公園

津幡町森林セラピー推
進協議会（津幡町交流
経済課内）
076-288-2129

「森林セラピー基地」に認定された石川県森林公園に設置されているセラピーロードを親子で
歩きます。ロードの環境整備や木工体験も行います。
・時間　９時～１４時３０分
・参加費　子ども　１，０００円、大人　　２，０００円

金沢駅からＩＲいしかわ鉄道また
はＪＲ七尾線で津幡駅下車、津
幡駅から車で１５分

道の駅狼煙10周年感謝祭 4月29日(月) 珠洲市 道の駅狼煙
道の駅狼煙
0768-86-2525

能登半島先端の道の駅狼煙の10周年感謝イベント。店内では大浜大豆を使った地豆腐、お
からドーナツを販売。屋外でも特別企画あり。本イベント開催中は禄剛埼灯台の一般公開が
行われ、普段は見ることができない灯台の内部を無料で見学できる予定です。

バスの場合：北陸鉄道バスの珠
洲特急線に乗りすずなり館前
下車、木の浦線に乗り狼煙　下
車
車の場合：のと里山海道、珠洲
道路、県道28号経由

県民みどりの祭典 4月29日(月・祝) 津幡町 石川県森林公園
石川県森林管理課
076-225-1642

記念式典の他、ノトキリシマツツジ等の苗木の無料配布、振る舞い鍋、野点、各種体験コー
ナーなどさまざまな楽しい催し物がある。

金沢駅からＩＲいしかわ鉄道また
はＪＲ七尾線で津幡駅下車、津
幡駅から車で１５分

第16回　花嫁のれん展
4月29日（月・昭和の日）
～5月12日（日・母の日）

七尾市 七尾市一本杉通り
花嫁のれん館
0767-53-8743

結婚式当日、嫁ぎ先の仏間にかける婚礼道具「花嫁のれん」。その花嫁のれんを商家・民家
の屋内に百数十枚展示されるイベント。

JR七尾駅から徒歩10分

にっぽん丸入港 4月30日（火） 七尾市 七尾港
七尾市産業振興課
0767-53-8565

JR七尾駅から車5分

ついたち結び 5月1日（水） 羽咋市 気多大社
気多大社
0767-22-0602

「みんなの想い」に寄せられた言葉にお応えして、心を結ぶついたち結びを開催。※1日の午
前8:30までに来られた先着100名の方は、月次祭に無料で参列できる。

ＪＲ羽咋駅から路線バス（「一の
宮」下車）のち徒歩6分

御贄祭 5月1日（水） 羽咋市 気多大社
気多大社
0767-22-0602

青竹にアジ48匹をつるし豊漁と安全を祈願。
ＪＲ羽咋駅から路線バス（「一の
宮」下車）のち徒歩6分

文化の華咲く小松新元号を祝
う集い

5月2日（木） 小松市 小松市公会堂　大ホール

文化の華咲く小松新元
号を祝う集い実行委員
会
0761-22-4111（小松市
文化協会）

新元号を祝い小松市文化協会有志の方々による伝統芸能・伝統文化を披露。
JR小松駅下車
JR小松駅西口より徒歩15分

とも旗祭り ５月２日(木)～３日(金) 能登町 字小木　小木港

能登町ふるさと振興課/
能登観光情報ステー
ション たびスタ

0768-62-8532/
0768-62-8530

神輿を乗せた御座船と大のぼりを立てた伝馬船が、鉦や太鼓を鳴らして、湾内を勇壮に周航
する。

金沢駅より自動車で2時間10分

北國優勝旗かほく市親善グラ
ウンド・ゴルフ大会

5月3日（金） かほく市
かほく市高松グラウンド・ゴ
ルフ場

かほく市グラウンド・ゴ
ルフ協会　事務局
076-281-0785

高松グラウンド・ゴルフ場を会場に、全国各地からグラウンド・ゴルフ愛好者を募集し、グラウ
ンド・ゴルフを通じて参加者相互の交流と交流人口の拡大を図ることを目的に開催する。

【車】北陸自動車道　金沢東Ｉ.Ｃ.
～約30分、のと里山海道　県立
看護大Ｉ.Ｃ.～約1分
【電車】ＪＲ高松駅から徒歩30分

いするぎウォーキング 5月3日(金) 中能登町 中能登町石動山
石動山資料館内
石動山を護る会
0767-76-0408

最盛期には360余坊あったと言われる石動山の史跡と、新緑まぶしい豊かなブナの原生林が
生育する魅力ある散策イベント。

良川駅から車で20分



祭・イベント名 開催日 開催場所 開催場所 問い合わせ先 内容 アクセス方法

大谷川鯉のぼりフェスティバ
ル

5月3日（金・祝）～4日（土・
祝）

珠洲市 大谷町（大谷川河口）
大谷公民館
0768-87-2222

大谷川の河口付近に約450本の鯉のぼりが舞うイベントです。地場産品の販売や飲食のテン
トが並ぶほか、郷土芸能の披露があります。イベントは両日ともに10時から開催されます。

バスの場合：北陸鉄道バスの珠
洲特急線に乗りすずなり館前
下車、大谷Ａ線に乗り大谷　下
車
車の場合：のと里山海道、珠洲
道路、県道6号、国道249号経由

河内ふじ祭り
5月3日（金・祝）～4日（土・
祝）

白山市 河内町吉岡、内尾
河内地区祭り実行委員
会（河内公民館内）
076-272-1133

地元で採れた山菜の天ぷらや、そばの販売など多彩なイベントが行われます。 JR金沢駅から車で80分

第111回九谷茶碗まつり 5月3日（金）～5日（日） 能美市 九谷陶芸村
九谷茶碗まつり運営委
員会
0761-58-6656

能美市に初夏の訪れを告げる風物詩。作家ものからお手頃品まで様々な九谷焼をお楽しみ
いただけます！●時間：8：30～18：00（最終日は17：30まで）　●入場料：無料

能美根上スマートICより車で約
20分

青柏祭でか山
5月3日（金・祝）～5月5日
（日・祝）

七尾市 七尾市内中心部
七尾市産業部観光交流
課
0767-53-8424

大地主神社の例大祭で能登最大の祭礼と言われる。曳山の大きさは高さ約12ｍ、重さ約20ト
ン、その大きさから「でか山」と呼ばれる。狭い街角を曲がる「辻廻し」、３台の勢ぞろいが見ど
ころ。　●入場料：無料

JR七尾駅から車5分

山中漆器祭 5月3日(金・祝)～4日(土) 加賀市
山中温泉　山中座・菊の湯
前広場

山中漆器連合協同組合
0761-78-0305

日本最大の漆器産地である山中で開催される、漆器のお祭りです。人気の漆器直売ほか、加
賀の特産品の販売も行われます。
時間：9:00～17:00

最寄駅
JR加賀温泉駅

九谷焼技術研修所施設開放 ５月３日（金）～５日（日） 能美市
石川県立九谷焼技術研修
所

九谷焼技術研修所
0761-57-3340

第１１１回九谷茶碗まつり開催にあわせ、九谷焼技術研修所の施設を開放します。
研修生や講師の作品を見ることができます。

ＪＲ能美根上駅からのみバス
（「九谷陶芸村」下車）

北前船の里まつり 5月4日(土) 加賀市 加賀市橋立町
KAGA旅・まちネット
0761-72-6678

北前船の里を巡る町歩きや茶会、餅つきなどのイベントを開催。地元住民による飲食の模擬
店も並び賑わいます。また、当日は「北前船の里資料館」が入館無料。（9:00～16:00の間）
時間：10:00～15:00（予定）

最寄駅
JR加賀温泉駅

浅野川・鯉流し 5月4日(土・祝) 金沢市 浅野川河川敷
材木公民館
076-231-3689

浅野川梅ノ橋から大橋間で、鯉のぼりを友禅流しのように流します。 北鉄バス「橋場町」下車すぐ

甘茶まつり 5月4日(土)～5日(日) 加賀市 山中温泉　医王寺
医王寺
0761-78-1230

温泉繁栄、五穀豊穣などを祈願し、お釈迦様の甘茶供養が行われます。甘茶を飲むと、その
年は無病息災で過ごせると言われています。

最寄駅
JR加賀温泉駅

第３３回
猿鬼歩こう走ろう健康大会

５月５日(日) 能登町
字柳田　柳田運動公園
（柳田体育館・野球場）

猿鬼歩こう走ろう健康大
会実行委員会（能登町
教育委員会事務局内）
0768-72-2509

世界農業遺産に認定された「能登の里山」を体感できる大会です。猿鬼の伝承が息づく新緑
の能登路で、ランニング・ウォーキングを楽しむことができます。

金沢駅より自動車で2時間

第21回日本こども歌舞伎まつ
りin小松

5月5日（日・祝）～6日（月・
休）

小松市 こまつ芸術劇場うらら

日本こども歌舞伎まつり
in小松実行委員会事務
局
0761-24-8177

時代を超え、脈々と受け継がれてきた子供歌舞伎が勧進帳のふるさと小松で競演します。
JR小松駅下車
JR小松駅西口より徒歩3分

夏のかほり展 5/24(金）～7月16日（火） 金沢市 県立伝統産業工芸館
県立伝統産業工芸館
076－262-2020

夏らしい涼しげな伝統的工芸品を展示
●入場料　1F：無料、2F：18歳以上260円、65歳以上200円、17歳以下100円、6歳未満無料
●時間： 9:00～17:00（受付は16:30まで）

ＪＲ金沢駅から北鉄バス小立野
方面行きに乗車、出羽町で下
車。徒歩1分。

金沢芸妓のほんものの芸に
ふれる旅

5月～3月 金沢市 ひがし・にし・主計町
金沢市観光協会
076-232-5555

粋で雅な金沢芸妓の芸を披露。ひがし・にし・主計町の三つの茶屋街の中でお座敷体験がで
きる。お茶・お菓子付き。（要予約）

各回により異なる



祭・イベント名 開催日 開催場所 開催場所 問い合わせ先 内容 アクセス方法

揚げ浜式塩づくり体験 5月～9月 珠洲市 道の駅すず塩田村
道の駅すず塩田村
0768-87-2040

道の駅すず塩田村にある揚げ浜式塩田では日本で唯一、仁江海岸で受け継がれてきた揚げ
浜式による塩づくりを体験できます。体験は海水汲みや海水撒きが体験できる30分程度コー
スや、砂を集めたり塩を実際に炊くことができる2時間のコース、さらに一連の本格的な作業が
できる2日間のコースが設けられています。体験希望者は、道の駅すず塩田村に希望日の一
週間以上前までにお問い合わせください。

バスの場合：北陸鉄道バスの珠
洲特急線に乗りすずなり館前
下車、大谷A線に乗り仁江　下
車
車の場合：のと里山海道、珠洲
道路、県道6号、国道249号経由


