
芸

石川・金沢の芸術文化を
1時間のダイジェストでお届けします。
磨きをかけた伝統の技をご堪能ください。芸術文化

ナイトシアター

■時間／午後6時半開演  ※受付開始 同6時15分　※終演予定 同7時半
■会場／金沢中央観光案内所（金沢市南町4-1） 
■予約制

■料金／1,000円（税込） ※当日受付でお支払いください。

■Time: Program starts at 6:30 p.m. 

■Notes:

■Place: Kanazawa Central Tourist Information Center   Tel: 076 (254) 5020 
　　　　　  (4-1 Minamicho, Kanazawa) 

■Ticket Price: 1,000yen (incl. tax) ※Please pay at the reception desk.

■主催：石川県、金沢市、公益社団法人石川県観光連盟　■特別協力：北國新聞社、一般財団法人石川県芸術文化協会
■Organizers: Ishikawa Prefecture, Kanazawa City, Ishikawa Prefectural Tourism League
■Special Support: The Hokkoku Shimbun, Ishikawa Prefectural Artistic and Cultural Association

Inquiries:KCS (Tel: 076-224-4141) Open 10:00 a.m.～ 6:00 p.m. (Weekdays)(Sun, Sat and National holidays are closed)

お問い合わせ 　　　　　　　 TEL：076-224-4141〈平日 10：00～18：00（土・日・祝休み）〉
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Cultural Arts Night Theater

10/7・10/21・11/4・11/18・12/2・12/16
1/6・ 1/20・ 2/3・ 2/17・ 3/3・3/17
内容：いけ花、箏曲、邦楽（横笛）、太棹三味線
Japanese Flower arrangement / Koto music / Japanese Flute / Shamisen

10/8・10/22・11/5・11/19・12/3・12/17
1/7・1/21・2/4・2/18・3/4・3/18
内容：邦楽（小唄）、舞踊、民謡、太鼓
Japanese ballad / Classical Japanese dance / Folk songs / Japanese drum

※内容については変更となる可能性があります。
※The program may be changed.

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる可能性が
　あります。
※The programs might be cancelled depending on the status
   of the coronavirus. 

※前日の午後6時までにご予約してください。
※下記二次元コードもしくはＨＰからお申込みください。
※当日は予約受付メールの画面もしくは印刷した紙をご提示ください。
※当日でも定員に空きがあれば参加が可能です。
※最新の状況はHPを確認してください。

実演スケジュール（2022年 10月～2023年 3月）
Performance schedule(October, 2022～March, 2023) 

※Please make a reservation by 6 pm the day before.
※Please register using the code below or through our website.
※Please show us your reservation on your cell phone screen or on a printout.
※It is possible to participate in the theater on the day if there is vacancy.
※Please visit our website for latest information.

※Reception starts at 6:15 p.m.
※Program ends at 7:30 p.m.
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予約のお申込み Booking /Reservation

右記二次元コード code1.
予約フォーム Reservation form

www.kcs-inc.jp/chuoukankou/
2.



技
10/2・11/12・12/3・12/4・1/21・1/22・2/5・3/5
【牛首紬 Ushikubi tsumugi (pongee)】

10/1・10/29・11/26・12/10・1/7・1/28・2/4・3/4
【加賀毛針 Kaga Fishing flies】

10/9・10/15・11/3・11/19・11/27・12/24
1/15・2/18・2/26・3/19
【加賀友禅 Kaga Yuzen Silk dyeing】

10/16・10/22・11/5・11/20・12/17・12/25
1/8・2/19・3/18・3/26
【山中漆器 Yamanaka Lacquerware】

10/8・10/30・11/6・11/13・12/18
1/14・2/12・2/25・3/12・3/25
【輪島塗 Wajima Lacquerware】

10/10・10/23・11/4・11/23・12/11
1/9・1/29・2/11・2/23・3/11・3/21
【田鶴浜建具 組子 Tazuruhama Brand’s wooden renovation Kumiko】

体験スケジュール（2022年 10月～2023年 3月）
Workshop schedule(October, 2022～March, 2023) 

予約のお申込み Booking /Reservation

右記二次元コード code1.
予約フォーム Reservation form

www.kcs-inc.jp/chuoukankou/
2.

Inquiries:KCS (Tel: 076-224-4141) Open 10:00 a.m.～ 6:00 p.m. (Weekdays)(Sun, Sat and National holidays are closed)

お問い合わせ 　　　　　　　 TEL：076-224-4141〈平日 10：00～18：00（土・日・祝休み）〉

■Time: ①11:00 a.m.～12:00 p.m.  ②1:30 p.m.～2:30 p.m.

■Place: Kanazawa Central Tourist Information Center   Tel: 076 (254) 5020 
　　　　　  (4-1 Minamicho, Kanazawa) 

■Notes:

■Admission( incl. tax )  Fee vary for each work shop
.

※Please make a reservation by 6 pm the day before.
※Please register using the code below or through our website.
※Doors will open 30 min before the program start time.
※Please show us your reservation on your cell phone screen or on a printout.
※Please show your reservation 10 min before the start time.
※If you cannot show, your reservation 10 min before the start time, 
　you might not be allowed to participate in the workshop. 
※It is possible to participate in the workshop on the day if there is a vacancy.
※Please visit our website for latest information.
※The programs might be cancelled depending on the status of the coronavirus. 

※都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。
※The program is may be changed. Thank you for your understanding.

■時間／①11：00～12：00  ②13：30～14：30

■会場／金沢中央観光案内所（金沢市南町4-1）  
■予約制

■料金（税込）  各体験ごとに料金は異なります。

※前日の午後6時までにご予約してください。
※下記二次元コードもしくはHPからお申し込みください。
※当日は各回開始時刻の30分前から受付を行います。
※当日は予約受付メールの画面もしくは印刷した紙をご提示ください。
※各回開始時刻の10分前までに受付をお済ませください。
※各回開始時刻の10分前を過ぎますと体験できない場合がございます。
※当日でも定員に空きがあれば参加が可能です。
※最新の状況はHPを確認してください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる可能性があります。

【ブローチ製作体験】
ブローチ製作体験…2,200円
Workshop: making a broach
Broach making: 2,200 yen

【つまみ細工作り体験】
つまみ細工作り体験…1,100円
Workshop: making a tsumami craft
Tsumami craft making: 1,100 yen
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【沈金体験】
箸沈金体験…2,２00円
Workshop: gold-inlaid lacquerware
Chinkin decoration: ２,200 yen
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【蒔絵体験】
丸盆・丸皿蒔絵体験…2,200円
Workshop: makie decoration
Makie decoration
 (on a tray or plate): 2,200 yen
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【組子体験】
組子のコースター…1,000円
Workshop: making a Kumiko coaster
Kumiko coaster making 1000 yen
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【手描き彩色体験】
マスク…1,650円
Workshop: dyeing
Dyeing a handmade mask: 1,650 yen
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