新型コロナウイルス対策に関するご注意
コロナウイルス感染症対策として、体験施設・店舗等では、パンフレットに記
載されている平常時の体験プログラム内容や実施形態と異なる様々な対策
が取られております。
また、これらの対策は、状況により変化する可能性があります。
特に、
「一度に体験できる人数」や「団体受け入れ」
「出張体験」については、
必ず事前に各施設・店舗にご確認の上、ご予約をお願いいたします。

私たちがサポートします
金沢体験学習プログラムや金沢への修学旅行に関しては、
下記までご相談ください。

●

金沢市観光政策課誘客推進室 TEL 076-220-2759 FAX 076-260-7191

●

金沢営業戦略室（金沢市東京事務所内） TEL 03-3262-0444 FAX 03-3234-0990

●（一社）金沢市観光協会

TEL 076-232-5555

FAX 076-232-1170

かなざわ修学旅行ガイド
https: //www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/everyone/schoolExcursion/
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ゆう

ぜん

さい

しき

加賀友禅彩色体験
金沢体験学習プログラム 目次

2p

3p

4p

5p

絵画を思わせる美しさ
「加賀友禅」の歴史
うめぞめ

加賀友禅の起源は、今から約550年前にあった「梅染」といわれ
お くにぞめ

いろ え もん

せんさい

ます。17世紀には加賀御国染と呼ばれ、色絵紋などの繊細な技法
が確立されました。その後、
みや ざき ゆう ぜん さい

宮 崎 友 禅 斎 により優美な
え がら

ご さい

絵柄が発達し、加賀五彩と
呼ばれる色を基調とした現
き

加賀友禅彩色体験

7p

金箔貼り体験

7p

加賀繍
小物づくり体験

8p

焼物絵付け・
陶芸体験

そ

在の加賀友禅の基 礎 がう
ちたてられたといわれます。

9p

本友禅彩色体験 (常備プラン）
て

加賀蒔絵 体験

加賀象嵌体験

加賀水引制作体験

加賀毛針
ブローチづくり体験

が

はながら

本格的な手描き友禅の技法で花柄に彩色。
15センチ角のミニ額に仕上げます。
（後加工

あり、型染体験は5枚の型紙を使い色を刷り
込むので比較的簡単に体験できます。手描き

所要時間：90分～120分
一度に体験できる人数 1～30人

9p

11p

12p

かたぞめ

して郵送届け）
体験料金：4,400円

9p

友禅染体験
ハンカチを染める型染体験と手描き体験が

手漉き和紙彩色体験

体験は、筆を使い彩色をするので時間がかか
りますが本格的な気分が味わえます。
体験料金：型染め1,650円、手描き2,750円
所要時間：型染め 約20分、手描き 約60分
多人数の別会場での体験など相談に応じます。

一度に体験できる人数 1～20人

加賀友禅の伝統紋様を学習。手漉き和紙
に染料を使って描く。和紙のサイズは B5又
はB6。※修学旅行（中・高）専用
体験料金：2,200円

所要時間：40分～60分

一度に体験できる人数 1～30人

ここで体験

加賀八幡起上り
手描き体験

ガラス工芸・
木工体験ほか

和菓子づくり体験

郷土料理・
伝統食体験

加賀友禅工房ミュージアム・長町友禅館

優雅で気品ある加賀友禅の特徴を伝承する産地の作
家工房で、観光名所長町武家屋敷跡に近く、手軽にほん
ものの彩色体験等が出来る施設です。
金沢市長町2-6-16 TEL076-264-2811 MAP C-3
香林坊バス停より徒歩10分 開館時間9：30～17：00
毎週火・水曜及び冬期（12月～2月）休館。但し団体予約を除く。 入館料：350円

ここで体験

加賀友禅会館

石川県を代表する伝統工芸品「加賀友禅」の継承と更
なる発展を目指しながら、より多くの人々に加賀友禅に親
しんでもらうための施設です。彩色工程の実演もあります。
金沢市小将町8-8 TEL076-224-5511 MAP C-2
兼六園下・金沢城バス停より徒歩3分
開館時間9：00～17：00（体験受付16：00まで）毎週水曜休館
（祝日は開館）
入館料：高校生310円、小中学生210円

加賀友禅手描き彩色体験（小風呂敷）
京友禅とは異なり、花鳥風月を隠し色を加えて落ち着
きある色合いで仕上げる加賀友禅。工程の見学だけでは

13p

15p

知ることのできない「職人の極意」を解説し、その極意を
ちょっとだけ体得できる体験です。要予約。

貸し会場案内
………………… 16p

各プログラム記載の

消費税10％を含みます。
但し、各施設・店舗の

MAP・交通機関案内
…………

茶道・
香道体験

和楽器演奏・
能楽体験

17・18p

体験料金：3,500円

所要時間：60分～90分

一度に体験できる人数 1～12人

体験料金等は、原則として

事情により変更する場合が
あります。

加賀染型染め体験（マイバック）
用意された様々な文様の型を使って、布のバックに可
愛い図柄を描きます。要予約。
体験料金：Sサイズ 1,800円、Mサイズ 2,200円
所要時間：30分～60分
ここで体験

一度に体験できる人数 1～12人

茜やアーカイブギャラリー

明治期から続く加賀友禅工房。
「茜やアーカイブギャラリー」は、
金沢21世紀美術館から徒歩5分、趣ある屋並みが続く里見町の路
地にあります。明治期の町家の外観をそのままに、現在も工房とし
て使われ、職人の極意に触れて体験もできるミュージアムです。
金沢市里見町53-1 TEL 076-223-8555 MAP D-2
広坂・金沢21世紀美術館前バス停より徒歩5分
営業時間 土日祝日10:00～17:00 8人以上の場合、事前連絡により希望日時にも対応します。

1

2

きん

ぱく

は

金箔貼り体験

金箔貼り体験
金箔について学びながら楽しくオリジナル作
品がつくれます。要予約。10時・13時・15時

金沢の金箔工芸

じっ し

の1日3回実施されます。

みやげ

体験料金：650円～
（お土産10％割引特典付き）
所要時間：30分コース、60分コース

金沢では、
約400年前から金箔が製造されていたと考えられています。
現在では、品質のよい金沢箔が市場に広くでまわるようになり、国内

ここで体験

し

シェア99％を占めています。金沢箔の品質のよさは、職人技術の高さ

今井金箔本店

今井金箔本店には、兼六園の金城霊澤を模した「金箔
霊泉」があり、3万個の純金露玉が散りばめられた金箔の
井戸から清水が湧き出ています。

に加え、雨や雪が多い気候が一つの要因と考えられ、これが１万分の
１ミリの厚さにまで延ばすカギともなります。
えん

一度に体験できる人数 1～42人

金沢市幸町7-3 TEL 076-223-8989 MAP E-2
思案橋バス停より徒歩1分 営業時間9：30～18：00 毎週水曜定休

つけ

縁付金箔製造がユネスコ無形文化遺産に！
令和２年度に金沢の伝統的な金箔の製造方法「縁付金箔製造」を含

金箔貼り体験

む「伝統建築工匠の技」がユネスコ無形文化遺産への登録の決定がな
て すき

されました。縁付金箔製造とは、打ち専用の手漉和紙を加工した箔打

金箔貼り体験

オリジナルデザインで丸小箱・飾り皿・箸・

銘々皿に約50種類のデザインフィルムか

コンパクトミラー・ペンダントなどに金箔を

ら1～2点選び、自由にレイアウトしてオリジ

紙に金を挟んで繰り返し打ち延

貼ります。10：00～、11：00～、14：00～、

ばす製法のことで、完成した金箔

15：00～
体験料金：1,200円～

を薄い和紙に載せたとき、紙が
ふち

ここで体験

箔を縁取るように見えることから
えんつけ

ナル作品を作ります。毎日10時～17時開催
（16時受付終了）

所要時間：45分～

一度に体験できる人数 1～ 6人

金箔工芸 田じま

ここで体験

近江町市場から徒歩3分。伝統を受け継ぐ逸品から
普段使いの金箔工芸品など豊富な品揃え。1F 店舗にも
楽しい商品満載です。

「縁付」と呼ばれています。

金沢市武蔵町11-1 プラサーダムサシ2階 TEL 076-2018486 MAP B-2
武蔵ヶ辻・近江町市場バス停より徒歩3分 営業時間10：00～16：00（水曜10：00から
の体験は受付しておりません） 毎週火曜定休（祝日は営業）
夏期・年末年始休業あり

金箔貼り体験
きなデザインで金箔を貼ってオリジナル作品を

ミリの金箔を使い、お箸、小物入れ・姫手鏡な

つくります。1日4回（9時・10時半・13時・15

どにデザインシールで箔を貼り付け完成させ

時）実施します。

ます。

体験料金：箸700円、小箱1,300円～など
所要時間：約60分
出張体験等相談に応じます。

ひめ

一度に体験できる人数 1～50人

金沢市東山1-3-27 TEL 076-251-6777 MAP B-1
橋場町 (ひがし･ 主計町茶屋街 ) バス停より徒歩7分、東山三丁目バス停より徒歩3分
営業時間9：00～18：00 無休

金沢市兼六町2-20 TEL 076-222-7788 MAP C-2
兼六園下・金沢城バス停下車すぐ 営業時間9：30～17：50（季節・曜日により変更あり）
無休（12月～2月は火曜休館、その他臨時休館あり）

全国生産量の約99％を占める金沢
ならではの金箔を紹介する博物館で
す。金箔ができるまでの工程や製造道
具の説明、美術工芸品の展示を通し、
1万分の1㍉の薄さの金箔の世界に触
れることができます。町家の蔵をイメ
ージした館には、金箔が使われている
箇所がいくつもあります。

体験料金：梅皿1,100円、小物入れ1,600円など
所要時間：20分～60分

お箸・梅皿・丸型トレー等から選んでマスキ
ングテープでデザインし、金箔や銀箔を貼っ
て完成させます。

TEL 076-251-8950
金沢市東山1-3-10 MAP B-1
9:30～17:00（受付は16：30まで）
毎火曜（祝日の場合は翌平日）および年末年
始及び展示替え期間中は休館 大人310円、
65才以上210円、高校生以下無料

一度に体験できる人数 1～70人

体験料金：箸1,200円、丸型トレー2,200円など
所要時間：60分～90分
70名以上でも見学と体験の入れ替えで受け入れ可能です。応相談。
ここで体験

はくいち

はくこうかん

箔一本店 箔巧館

金沢箔工芸品のメーカー箔一の体験型ミュージアム。
箔打ち、箔移しの実演を見学でき、知る・触れる・味わう・
体験するなど、様々に金箔を楽しむことができます。

金箔「体験+学習」

金沢市森戸2-1-1 TEL 076-240-8911 MAP C-3外
新金沢郵便局前バス停より徒歩8分、森戸バス停より徒歩10分
営業時間9：00～18：00
（体験受付16：00まで）
元旦のみ休業

金箔貼りの体験をした後、４本のショート
ムービー（金箔製造１・金箔製造２・金箔と歴
史・金箔と科学）による金箔に関する体験学

ぬい

加賀繍小物づくり体験

加賀繍で小物づくり
ぬ

自分で縫った加賀繍をあしらっ
たキーホルダー・ヘアアクセサリ

習をします。要予約。
体験料金：小・中・高生700円、大学・一般1,100円
所要時間：約60分

し

一度に体験できる人数 5 ～40人

箔貼り体験名人コース

金箔貼り体験

体験内容は、箔一本店箔巧館と同じくデザ

めい めい

インシールを使っての箔貼り体験です。

銘 々皿や弁当箱、ストラップなどに金箔貼

体験料金：小物入れ・姫手鏡1,600円など
所要時間：約60分

りを体験します。型抜きシールを使用するた
め初心者でも楽しく体験できます。要予約。
所要時間：約60分

一度に体験できる人数 1～20人

一度に体験できる人数 1～40人

金箔貼り体験 かなざわカタニ

創業百二十余年の金箔メーカー直営の金箔貼り体験
ができる店。0.1ミクロンという金箔の薄さを実感できる
興味深い体験のメニューが準備されています。
金沢市下新町6-33 TEL 076-231-1566 MAP B-2
尾張町バス停より徒歩2分 営業時間9：00～17：00
（L.O.16：00） 年末年始休業

3

石川県観光物産館

伝統工芸品や和菓子などを展示販売している施設です。
菓子職人の指導による和菓子づくりや郷土玩具起上りの
彩色、ガラスの砂彫り体験もできます。

金沢市立安江金箔工芸館

箔貼り体験仙人コース

金銀箔工芸さくだ
（本店）

ひがし茶屋街の近くにある金箔工芸の専門店。金箔製
造工程の見学や金箔貼りが体験できるほか、金箔やプラ
チナ箔の化粧室や、豪華な金箔屏風など金箔工芸品が楽
しめます。

ここで体験

（1～60人の別会場あり）

ふ

箸や小箱などにマスキングテープを使い、好

吐息で吹き飛んでしまいそうな1万分の1

体験料金：1,000円～

一度に体験できる人数 1～30人

箔貼り体験名人コース
と いき

はし

ここで体験

体験料金：1,050円～1,830円
所要時間：約40分（人数とデザインによる）

ここで体験

どころ

箔一体験処 かなざわ 美かざり あさの店

ひがし茶屋街の路地裏で、
「かわいい」をテーマに伝統
工芸品を集めた箔一のコンセプトショップです。2階のベ
ンガラ色の空間で伝統工芸体験ができます。
金沢市東山1-8-3 TEL 076-251-8911 MAP B-1
橋場町 (ひがし･ 主計町茶屋街 ) バス停より徒歩5分
営業時間10：00～16：00（体験受付15：00まで）毎週火曜定休

しゅう

華麗で繊細な刺繍「加賀繍」

ー・イヤリングやミニ額など、かわ
いい小物づくりです。3日前まで
に要予約。

しなやかな美しさを放つ加賀繍は、
約650年前に仏教が金沢に布教され、
し

そう

それと同時に仏壇の中に敷く布や僧
りょ

け

さ

体験料金：2,500円～4,000円
（修学旅行生は500円割引）
所要時間：60分～
一度に体験できる人数 1～10人

侶の袈 裟などとして京都より伝えられ
たのが始まりです。加賀繍の特色は、
多彩な色糸を使い、ぼかしや立体感の
ある表現技法にあります。近年では、
刺繍を施したドレスや、アクセサリー、
インテリアなどに活かされています。

ここで体験

加賀繍 IMAI

加賀繍の逸品を数多くつくり出した
「ぬいの今井」を受け継いで、伝統工芸
士の横山佐知子さんが主宰する工房で
す。本格的な加賀繍からかわいい小物
づくりまでが楽しめます。
金沢市三口新町3-4-19 TEL 076-231-7595 MAP E-1外
三口新町バス停より徒歩2分 営業時間10：00～17：00 不定休

4

とう

げい

焼物絵付け・陶芸体験
と く ちょう

金沢の焼物の歴史と特徴
こ く たに

ビジター特別教室（団体向け）

かま

加賀藩は、今から約360年前にあった古九谷と呼ばれる焼物を再興しようと、1806年、金沢に窯を開きました。これが、
ごう か けんらん

陶芸の楽しさが気軽に体験できる

か れい

プログラムです。成形をしてサンプル

金沢九谷の始まりであり、豪華絢爛な新しい九谷焼がつくられました。明治時代には、この九谷焼の豪華で華麗なイメー

かん そう す やき

で色を決めた後、工房が乾 燥 素 焼・

ジが海外で人気を博し、
「ジャパンクタニ」の名前で輸出されました。また、金沢には、金沢九谷の他にも陶芸を体験でき

せ ゆう

しょうせい

施釉・本焼き焼成をして完成させます。

こうぼう

る工房が数多くあります。

10人以上の課外授業や修学旅行向
けのプログラムです。要予約。

格的な体験です。器は15種程か

体験料金
（手ひねり）
：5,500円
べっ と
（焼成費・送料は別途）
所要時間：90分～120分
出張体験やオリジナルメニュー等相談に応じます。

ら好きなものを選べ、色も九谷五

ここで体験

九谷焼上絵付け体験
九谷焼伝統の和絵具を使う本

彩をはじめ9種類から選んで彩色

一度に体験できる人数 10人以上

ほくとう

北陶

北陸放送庭園内の旧本多家の刀蔵を工房として、主に
会員制の教室や特別教室・ビジター教室を開催し、注文
陶器の制作・販売もしています。

します。
（40人までの団体も可）
体験料金：1,320円～4,400円
所要時間：工房見学と体験で
約60分
出張体験等の相談にも応じます。

金沢市本多町3-2-1 TEL 076-222-0077 MAP D-2
本多町バス停下車すぐ 営業時間10：00～21：00 日曜・祝日は休業
（団体予約を除く）
一度に体験できる人数 1～40人

こうせんがま

ここで体験

九谷光仙窯

陶芸体験

明治3年創業の本格的な九谷焼の窯元で、ロクロから上
絵まで全て伝統技法で制作しています。製品の購入の他、
見学や体験もできます。

粘 土 1kg を使って手びねりで好

工房で用意した数種類の器のなか

きなものをつくります。湯呑みや茶

から好きなものを選んで、九谷焼伝

ちゃ

金沢市野町5-3-3 TEL 076-241-0902 MAP E-3
野町駅バス停より徒歩1分 営業時間9：00～17：00（体験受付16：00まで）元旦のみ休業

わん

碗サイズのものなら2～3個つくるこ

統の五彩（赤・黄・紺青・緑・紫）を使

とが出来ます。同じく粘土1㎏を使

い、絵柄を描きます。体験は、10時・

ったロクロ体験コースもあります。

15時の1日2回。この他、赤絵体験、

前日までに要予約。

九谷焼絵付け体験
か しょく

九谷焼加 飾 部門の伝統工芸士が

電動ロクロ体験

ていねいに指導する九谷焼絵付け体
験です。皿や湯呑み・マグカップ等に

若手陶芸作家が指導する楽しい陶芸教室です。500g の粘土を使用し、

九谷五彩と呼ばれる和絵具を使って

電動ロクロで好みの形の器に型成します。

絵付けします。当店では、業界最多、

体験料金：4,000円

所要時間：約60分

一度に体験できる人数 1～8人

25色の色数で体験できます。
体験料金：1,500円～5,000円
（送料別途）
90分～120分
団体の割引等の相談に応じます。
ここで体験

一度に体験できる人数 2～20人

九谷焼絵付け体験

ねん ど

一度に体験できる人数 1～10人

でに要予約。

ここで体験

ここで体験

松本陶房

北陸最大の骨董店「金沢民芸会館」に併設された陶芸
家松本いづみさんの陶芸工房で、制作の傍ら陶芸教室を
運営しています。
金沢市増泉3-18-3 TEL 076-242-8878 MAP C-3 外
泉本町バス停より徒歩1分 営業時間10：00～17：00 年末年始休業

手びねり体験
500gの粘土を自分の手で器に型成します。

電動ろくろ体験もできます。前日ま

体験料金：3,500円（送料別途）
（ロクロ体験は一度に4人まで、5人以上は交代制）
所要時間：60分～120分
団体（8人～12人）
は粘土500gで1個制作1,800円
（木・金・土曜を除く）

一度に体験できる人数 1～10人

体験料金：3,600円～（焼成費・釉薬代含む、送料別途）
所要時間：約90分
ク リ ー ヴ ァ

アトリエ＆ギャラリー creava

長町武家屋敷跡のそばにたたずむ陶芸教室で、陶芸体
験を開催しています。地元工芸作家の作品が購入できる
ショップ、蔵を改造したアートギャラリーと水出しコーヒ
ーがおいしいカフェも併設されています。
金沢市長町2-6-5 TEL 076-254-1668 MAP C-3 香林坊バス停より徒歩7分
営業時間10：00～17：00 水・木曜定休（体験教室開催日：土・日・月）

一度に体験できる人数 1～15人

体験料金：4,000円
所要時間：約60分
ロクロ・手びねりとも団体設定や出張体験等の相談に応じます。

う えんどう

野村右園堂

兼六園・金沢城石川門の手前にある伝統的工芸品九谷
焼の専門店。2階には体験スペースと若手作家の様々な
分野の作品を展示する「紺屋坂ギャラリー」があります。

ロクロ・手びねり体験
ロクロか手びねりの希望する方法で、器

金沢市兼六町2-3 TEL 076-231-5234 MAP C-2
兼六園下バス停より徒歩2分 営業時間9：00～17：30 毎週木曜定休

や置物など好みの一作品をつくります。前
日までに要予約。
体験料金：4,000円（ 修学旅行団体料金
3,000円、送料別途）
所要時間：約90分
出張体験等
（20人程度まで）相談に応じます。

九谷焼上絵付け体験

一度に体験できる人数 1～6人

九谷焼の上絵付けの体験。九谷五
彩と呼ばれる5色（赤・青（緑）紺青・

ここで体験

黄・紫）
を使った本格的な絵付けが楽

タイムスリップしたような醤油のまち大野にある陶芸
工房です。猫好きなオーナーのギャラリーでは、思わず
笑顔になる猫たちを眺めながら、陶芸体験ができます。

しめます。前日までに要予約。
体験料金：2,000円
き

じ

（生地代・送料は別途）
所要時間：約120分
出張体験等相談に応じます。
（早めにご相談ください）
ここで体験

5

いっかん

陶芸工房 一閑

金沢市大野町6-2 TEL 076-268-0864 MAP 大野
大野または大野港バス停より徒歩5分～10分
営業時間10：00～17：00 月・火定休

一度に体験できる人数 1～10人

工房ひょんの木

ここで体験

とうあん

陶芸カフェギャラリー 陶庵

築150年の武家屋敷を利用した、伝統工芸士 井出幸
子の工房。座敷では作品の展示販売をしています。土塀
と建物は国の登録有形文化財です。

カフェ・スクール・ギャラリーを併設した新進陶芸作家
たちの工房。金沢のアートや工芸を発信するため、様々
な展示会の開催や陶芸教室などを運営しています。

金沢市香林坊2-5-29 TEL 076-254-6957 MAP C-3
香林坊バス停より徒歩5分 営業時間10：00～17：00 毎週水曜・木曜休業

金沢市入江2-401 TEL 076-291-2533 MAP C-3外
入江バス停より徒歩2分 営業時間10：30～20：30 不定休
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まき

え

加賀蒔絵体験

加賀水引制作体験

水引小物・アクセサリーづくり
水引の基本あわじ結びを教わり、水引の素

かざ

はな

漆器を飾る華やかな蒔絵
うるし

きんぷう

おく

材を使ってストラップや金封をつくります。少

贈る心を美しく飾る

ふく

ま

し時間を掛ければネックレスやピアスもつくれ
ます。体験は平日10：00～15：00。1週間前

かみひも

蒔絵は、漆を含ませた筆で絵を描き、そこに金や銀粉を蒔きつけ、さ
と

か

水引とは、贈り物などの飾りとして使われる飾り紙紐のことです。

かいがら

らに漆をかけて研いでいきます。この加賀蒔絵の技法のほか、貝殻や卵

加賀水引の特徴は、立体的な水引細工・折型です。それまで平面だ
つ

だ

そ

う きち

つる

かめ

しょうちくばい

の殻を使う加飾技法があります。漆器の産地は全国にありますが、金

った水引を初代津田左右吉氏が独自に創案し、鶴や亀、松竹梅な

沢漆器のように高度な技術を用いて繊細で華麗な加飾を施すものは少

ど華やかでリアルな水引へと変えました。

までに要予約。
体験料金：ストラップ1,100円～、
ピアス3,300円～
所要時間：30分～90分
一度に体験できる人数 4～12人

なく、美術品としての価値も高いといえます。
ここで体験

津田水引折型

鶴亀や松竹梅など立体的な水引細工を創り出した明
治初期から続く水引の老舗。高度な結びの技と折型で加
賀水引を継承しています。

蒔絵体験
ぼん

下絵の描かれた盆に漆を塗り、金粉などを

金沢市野町1-1-36 TEL 076-214-6363 MAP D-3
広小路バス停より徒歩2分 営業時間10：00～18：00（土曜は12：00まで）
日曜・祝日定休

蒔く蒔絵盆づくりの体験です。銘々皿の蒔絵
体験もあります。代用漆を使用するので、か
ここで体験

ぶれる心配はありません。10時半、13時半
の1日2回実施で、前日までに要予約。
一度に体験できる人数 1～10人
体験料金：蒔絵盆3,300円、銘々皿2,200円
所要時間：約90分 出張体験等相談に応じます。（団体の場合は20人まで対応可能です）

の さく

漆器の能作

加賀蒔絵の金沢漆器をはじめ輪島塗・山中塗りを扱う
安永9年（1780年）創業の漆器の老舗です。4階では漆
の器でスイーツも楽しめます。

水引体験 ブローチ&メッセージカードづくり

金沢市広坂1-1-60 TEL 076-263-8121 MAP D-2
香林坊
（四高記念館前）
バス停より徒歩2分 営業時間10：00～19：00 毎週水曜定休

金沢の伝統工芸に挑戦！
水引のブローチや、可愛い
水引がアクセントのメッセ

ぞう

ージカードをつくります。

がん

加賀象嵌体験

志望校とのご縁を結ぶ大
人気の「ご縁ぴつ」のお土
産付きです。毎日10：00

加賀象嵌体験
お

さい

く

しょ

つちか

せい

ち

もんよう

ほ

～16：00。要予約。

金沢の希少伝統工芸・加賀象

御細工所で培われた精緻な技

体験料金：ピンブローチ
1,500円、メッセージカード
1,300円、しおり700円～
所要時間：約60分

嵌が気軽に体験できます。ベース

こ

象嵌は、地金に紋様を彫り込み、異なる金属をはめ込む技法の
そうけん ぐ

ことです。かつて加賀藩の御細工所で、主に装剣具や乗馬の際使
用するあぶみなどに
しょうげき

施され、どんな衝撃に

を彫って模様を埋め込み、ピアス
やペンダントなどに加工して持ち
帰ります。

一度に体験できる人数 1～10人

花水引の髪飾りづくり

体験料金：3,000円
（修学旅行生は30％割引）
所要時間：約60分

一度に体験できる人数 1～8人

もはがれない強さと
い しょう

品格ある意 匠 が見事
です。現代では、花器
こう ろ

や香炉、アクセサリー
い

などにその伝統が活
かされています。

ここで体験

ギャラリーセーブル

加賀象嵌の制作・展示・販売の施設で、１階ギャラリー
セーブルは加賀象嵌常設展示と企画展、3階の工房セー
ブルでは加賀象嵌作家の指導で体験ができます。
金沢市大手町7-29 TEL 090-1569-5972（坂井） MAP C-2
兼六元町バス停より徒歩2分、兼六園下バス停より徒歩5分
営業時間10：00～17：00 不定休

水引で作るかわいいお花の
髪飾り。浴衣や着物にピッタ
リです。50色以上ある水引の
中から、自分だけのオリジナル
の色合わせを選び、フォトジ
ェニックな金沢の思い出を作
りましょう。
「学割プラン希望」

平岡結納舗

平岡結納舗は大正期以前の建物で近江町市場と尾山
神社の間にあり、結納業を始めて約45年間8000件の結
納品を手掛けてきました。2018年に県内産水引「金沢
細水引 thin line®」を開発。
金沢市尾山町10-11 TEL 076-231-6770 MAP C-2
南町・尾山神社バス停より徒歩2分 営業時間：10：00～16：00

毎週火曜定休

と電話で予約。
体験料金：3,700円
所要時間：約2時間
一度に体験できる人数 3～6人

やってみまっし！加賀象嵌

ここで体験

水引ぽち袋ワークショップ
よそお

しんちゅう

贈る心を美しく装う水引飾り

象嵌作品づくり

あらかじめ模様が彫られた真鍮のプ
は

レートに、銀と銅の板を嵌 め、加賀象

体験です。基本的な結び方の「あ

しんちゅう

あらかじめ模様の彫られた真鍮の板に銀線

ひら ぞう がん

嵌特有の「平象嵌 」と呼ばれる技法を

わじ結び」で和紙のぽち袋をつく

を象嵌し、キーホルダー又はネックレストップ

用いて作品を制作します。出来上がっ

ります。体験受付は9：00～11：

をつくります。自分でデザインして線を彫るオ

た作品は、持ち帰って

00、13：30～16：00。5人以上

リジナル象嵌作品づくりも可能です。体験は

キーホルダーやペン

は3日前までに要予約。

平日のみ実施。1週間前までに要予約。

ダントトップに。1週

体験料金：500円
（入館料別途）
所要時間：約30分

体験料金：1,500円
所要時間：約90分
（オリジナルは2時間半程度）

間前までに要予約。
体験料金：2,200円～3,300円
（修学旅行生は2,200円）
所要時間：約90分
一度に体験できる人数

一度に体験できる人数 1～40人

一度に体験できる人数 1～3人

（20人以上は交代制か会場別となります）

2～6人

ここで体験

金属工芸 加澤美照工房

創業百年、初代から伝統の技を受け継ぎ、石川の希少
伝統工芸である加賀象嵌などの技法を用いて、銀製品を
中心とした作品を制作しています。
金沢市瓢箪町8-33 TEL 076-261-3919 MAP A-2
金沢駅又は武蔵ヶ辻・近江町市場バス停より徒歩10分
営業時間10:00～17:00 日曜・祝日定休
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ここで体験

そう けい

宗桂会館

金沢の伝統工芸加賀象嵌の作品や制作工程などを
わかりやすく展示しています。
金沢市北陽台3-1日機装㈱金沢製作所内
TEL 076-257-4277 MAP A-1外
IRいしかわ鉄道森本駅よりタクシー利用約10分
開館時間10：00～16：00 無休 入館料：無料

ここで体験
ここで体験

水引アクセサリー工房 金澤くるみ

金澤くるみは、水引とラッピングの専門店。水引アクセ
サリー工房は、近江町市場近くの横安江町商店街、明治
初期に建てられた金澤町家のシェアスペース「新保屋」
内で開催します。
金沢市安江町1-15（新保屋内） TEL 090-2034-1641（中崎まで）MAP B-2
武蔵ヶ辻・近江町市場バス停より徒歩3分 開催時間：希望に合わせ開催

いしかわ生活工芸ミュージアム

石川県の伝統的工芸品36業種を常設展示するととも
に、現代の暮らしに生きる伝統工芸品を様々な角度から
紹介する企画展を行なっています。工芸士等による実演
や体験、ワークショップも随時開催されています。
金沢市兼六町1-1 TEL 076-262-2020 MAP D-2
県立美術館・成巽閣バス停より徒歩1分 開館時間9：00～17：00
4～11月は第3木曜、12～3月は毎週木曜休館 入館料：260円
（17才以下100円）
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まゆだま

加賀毛針ブローチづくり体験

木工体験

組子コースター、繭玉細工
た づる はま

けず

職人の指導で、カンナ削り・組子コ

伝統的な田鶴浜建具の組子の

ースターづくり、MY 箸づくり、花瓶敷

体験です。木片を格 子 状に組む

こう し

びん

あゆ

つ

武士の鮎釣りから始まった加賀毛針
あしこし

たんれん

鮎毛針を作っていました。その後、庶民も鮎釣りをするようになりましたが、国内で鮎を毛針
で釣っていたのはこの地方だけでした。加賀毛針の特徴は、針先の返しをなくしていることや、

ここで体験

う もう

キジやヤマドリの羽毛や金箔などを使った美しさなど用と美を兼ね備えていることです。

とりどりの羽根の中から好みのものを選び組合せ、か

め ぼそはち ろ

ここで体験

たちを整えてブローチをつくります。前日までに要予約。

ゆう

いしもり

木工房 遊（石森木工）

べ

5人以上は3日前までに要予約。
体験料金：組子コースター1,000円、
繭玉細工500円（入館料別途）
所要時間：各20分～40分

ここで体験

一度に体験できる人数 1～40人
20人以上は交代制か別会場となります

いしかわ生活工芸ミュージアム（8P 参照）

あいぞめ

あが

加賀八幡起上り手描き体験

とんぼ玉づくり
とんぼ玉２個をつくってストラップに仕上げ

ぎ

江戸時代から続く縁起物の郷土玩具

な体験ができます。ハンカチ

ねて奨励された獅子舞のミニ獅子頭、タンスに入れておくと着物が増えると縁起物にな
った加賀八幡起上り、色鮮やかな絹糸を巻いて作る姫手まりなどが金沢の代表的な郷土

しぼ

上げる「じっくり体験」のとんぼ玉体験ができ

法で染める「藍染」、織機で

ます。この他、バーナーワークの技法でガラス

テーブルセンターを織りあ

パーツをつくりアクセサリーに仕上げる体験

げる「織り」、シルクスクリー

や、醤油瓶をリサイクルした板ガラスでステン

ンで製版し布や紙に転写する

ドグラスのフォトフレームをつくる体験プログ

「スクリーン版画」、紙を版

一度に体験できる人数 1～5人
体験料金：1,800円
所要時間：約20分＋徐冷30分
とんぼ玉づくりじっくり体験
体験料金：3,500円
所要時間：約60分＋徐冷30分
バーナーワーク体験
体験料金：2,500円～
所要時間：約90分
体験料金：6,000円
所要時間：約3時間
ステンドグラス体験
体験料金：1,500円～
所要時間：約90分
サンドブラスト体験

し し がしら

された工房で、
ゆったりと様々
やバンダナを絞り染めの技

お手軽体験

武士の手内職としてつくられた京都の御所人形の流れをくむ加賀人形、武芸鍛錬を兼

かん きょう

緑に包まれた環境の整備

５個のとんぼ玉をストラップかネックレスに仕

ラムなどもあります。14日前までに要予約。
か

藍染・織り・版画体験

る「お手軽体験」。たくさんつくりたい方には、

しょう ゆ

ご しょ

繭玉細工も体験できます。

え

金沢市安江町11-35 TEL 076-231-6371 MAP B-2
金沢駅兼六園口
（東口）
より徒歩10分 営業時間9：30～17：30 毎週火曜定休

一度に体験できる人数 1～6人

ルトや色紙を貼って動物をつくる

目細八郎兵衛商店

天正3年（1575年）創業の老舗。藩政時代から始
まった加賀毛針の繊細な技を用いて、最近ではフェ
ザーアクセサリー類も製作し人気となっています。

体験料金：2,200円
所要時間：約90分
出張体験等相談に応じます。

し し まい

首紬 」由来の繭玉を使って、フェ
一度に体験できる人数 5～30人

金沢市増泉5-7-5 TEL 076-243-2333 MAP C-3外
増泉バス停より徒歩7分 営業時間8：00～17：00 盆・正月、ゴールデンウィーク休業

かんしょう

加賀毛針の製作工程ビデオ鑑賞の後、30数種の色

えん

うし

くび つむぎ

手作り木工・注文木工品の石森木工が木に親しんでも
らうために開設した工房で、職人と一緒にアドバイスや
指導を受けながら、自分の手でつくることができます。

加賀毛針ブローチ 手づくり体験

おき

す。国指定の伝統的工芸品「 牛

体験料金：1,500円～3,000円
所要時間：約120分

しょみん

まん

組子細工でコースターをつくりま

できます。要予約。
（平日は一般作業
のため完全予約制です）

かつて加賀藩では、武士の足腰の鍛錬にと鮎釣りが盛んに行われました。当時は武士が

はち

き組子など、自由に組み合わせて体験

材に使った手軽で本格的なドライポイントや、プレスで凹凸を付けたリノカ
ットのコースターや消しゴム版画が体験できます。前日までに要予約。
体験料金：各1,000円～
（中学生以下は500円～）
所要時間：60分～120分

一度に体験できる人数 1～10人
（織りは5人）

玩具です。優しく愛らしい加賀八幡起上りの手描き体験は、中でも人気のプログラムです。

和紙を貼りあわせてつくられたベースの起上り
（高

赤・白・黄・緑・ピンク5

さ4.5㎝）に、顔料で好みの表情や模様を描き、オリ

色の可愛い「起上り」
（高

ジナルの可愛い加賀八幡起上りをつくります。体験

さ約6.5㎝・幅約6㎝）か

は10時～16時、要予約。

ら一つ選んで、自由に手

体験料金：880円
所要時間：30分～50分
団体や出張体験等も相談に応じます。
ここで体験

ここで体験

起上り手描き体験

加賀八幡起上り 絵付け体験

一度に体験できる人数 1～5人

ガラス工房 スタジオ・プラスG

築100年以上の古い醤油蔵を再利用したガラス造形家市川篤氏の工房。通年
でガラス体験やワークショップを開催しています。セレクト
ショップも併設されています。
金沢市大野町2-39 TEL 090-8266-7490 MAP 大野
大野または大野港バス停より徒歩5分
営業時間 原則土・日曜・祝日10：00～17：00

描きで絵付けができま

ここで体験

す。毎日11時～16時開

湯涌温泉近くにある、明治・大正期の古民家を改装した
藍染・織り・スクリーン・版画の工房と多目的研修施設です。

催（15時受付終了）。

中島めんや

加賀人形や加賀獅子頭などの金沢の郷土玩具の専門店で
す。なかでも「加賀八幡起上り」は金沢の希少伝統工芸品に
指定され、縁起物として親しまれています。
金沢市尾張町2-3-12 TEL 076-232-1818 MAP B-2
武蔵ヶ辻バス停より徒歩4分 営業時間9：00～18：00 毎週火曜定休

体験料金：1,050円
所要時間：約30分

ゆ わく

金沢湯涌 創作の森

一度に体験できる人数 1～40人
（1～60人の別会場あり）

オリジナルの風鈴づくり・あかりづくり
和紙を装飾して組み上げる「かな

金沢市北袋町エ36 TEL 076-235-1116 MAP E-1外
創作の森前バス停より徒歩10分
開業時間9：00～17：00 毎週火曜休業

ざわ風鈴」や「かなざわ彩灯」、また
ここで体験

石川県観光物産館（4P 参照）（12月～2月は火曜休館）

はガラスに絵付けをする「加賀風鈴」
を作ります。3日前までに要予約。
体験料金：1,600円
所要時間：90分～2時間
一度に体験できる人数 1～8人
（9名以上は要相談）

ガラス工芸・木工体験ほか

和紙ランプシェードづくり
金沢市の二俣地区
で、昔ながらの手漉き
で作られた貴重な和
紙を使って、ランプシ
ェードを作ります。毎

すな ぼ

小さな締太鼓手づくり体験

ハンコ・コップなどのエコガラ

開催。1時間前までに

本物の木と皮を使い、色とりどりの紐

スに高圧で細かな砂を吹き付け、

で小さな締太鼓をつくります。毎日10時

名前などの文字を彫り込みます。

～17時開催（16時受付終了）

火を使わず安全で、そのまま持

体験料金：小（直径3.5㎝）610円、
大（直径4.3㎝）710円
所要時間：約15分～

ち帰ることができます。毎日10
時～17時開催（16時受付終了）

一度に体験できる人数 1～30人

体験料金：1,880円～2,140円
所要時間：40分～
一度に体験できる人数 1～15人

9

日11時・13時・15時

しめ だい こ

砂彫りガラス体験

ここで体験

石川県観光物産館（4P 参照）（12月～2月は火曜休館）

要予約
体験料金：2,500円
ここで体験

所要時間：約90分

一度に体験できる人数 1～5人

ギャラリーしらいと

築100年の特定金澤町家に指定された建物。天井一面
に様々な風鈴が展示された不思議な空間です。

近江町市場や主計町にも近い金沢の中心街で、閑静な
住宅地の中にあり、築90年、金澤町家にゲストハウスとと
もに併設されている「ギャラリーしらいと」。加賀毛針の目
細八郎兵衛商店が運営し、金沢の工芸作家やアーティス
トの作品を展示販売しています。

金沢市寺町3-2-32 TEL 076-209-7912 MAP E-3
寺町3丁目バス停より徒歩0分 不定休 体験可能時間はお問い合わせください

金沢市彦三町1-4-11 TEL 076-255-0339 MAP B-2
武蔵ヶ辻・近江町市場バス停より徒歩3分 営業時間10:30～17:00 毎週火曜定休

ここで体験

てらまちや風心庵
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和菓子づくり体験

郷土料理・伝統食体験

金沢の和菓子と茶の湯

加賀料理と発酵食文化
とのさま

きょうおう

加賀料理には、殿様の饗応料理を受け継ぐ料理と、民間に伝承

金沢は、京都、松江と並んで日本三大菓子処
さ どうかしら

されてきた郷土料理があります。加賀料理の代表的なものとしては、

といわれています。加賀藩が茶道頭として裏千

かも

せんのせんそうそうしつ

ふ

に もの

じ

ぶ

に

鴨肉やすだれ麩の煮物「治部煮」が有名です。また、金沢は昔から

家を起こした千仙叟宗室を招いてから茶の湯が

じょうぞう

ぎん み

こうじ

酒造りや醤油 醸 造の盛んなところで、糀に関連した食品も伝統食

盛んになり、あわせて和菓子も吟味されつくら

はさ

けん

つ

として多く残されています。ブリの切り身をカブに挟んで漬け込んだ

れるようになりました。金沢は各町内に１軒は

天然ブリの切り身をカブに挟み込

「かぶら寿し」は金沢の冬の名物です。

お菓子屋さんがあるとされるほどで、名だたる

み、糀に漬け込んで容器と共に持ち

しにせ

老舗や和菓子づくりの名手も多く、菓子処の名

帰り、ご自宅で発酵させて5日～10

は

に恥じません。市内の名店の菓子職人が、日替

日後には食べられます。11月から3

「みそぼーる」づくり

わりで指導する和菓子づくり体験も楽しみです。

月の冬期限定の体験です。
（11月下
旬～1月上旬を除く）。通年で体験

ヤマトの生味噌で、自分だけのオ

和菓子手づくり体験
じょうなま

リジナル味噌玉をつくります。かわ

できる
「糀漬け体験教室」
もあります。

いくラッピングして、ミニギフトにも

1週間前までに要予約。

できます。平日の11：40～
（要確認）

体験料金：かぶら寿し体験教室4,400円、糀漬け体験教室2,750円
（共に持ち帰
り容器含む） 所要時間：30分～90分

金沢の老舗菓子職人が、四季折々の上生

と、土日祝日の11：40～、14：40

菓子のつくり方を親切に教えてくれます。自

～の開催です。5人以上は3日前ま

分でつくった3個と職人からのお土産1個の

でに要予約。

合計4個を持ち帰ることができます。体験は

体験料金：1,100円（お味噌のお土産付き）
所要時間：約30分
団体予約（最大20人まで）の場合は、日時など応相談

が

し

1～11月の土日・祝日の10時～15時（14
時30分受付終了）
。平日は13時のみ。
体験料金：1,250円
（学生プラン・体験のみ）
所要時間：30分～40分
平日の開催など相談に応じます。

かぶら寿し体験教室

ここで体験

ここで体験

じ

ま

や ほん ぽ

四十萬谷本舗

由緒ある発酵食品専門店で、看板商品のかぶら寿しは
天然ブリの切り身をカブに挟み糀に漬け込んだもので、
冬の金沢を代表する味として親しまれています。
一度に体験できる人数 1～6人

金沢市弥生1-17-28 TEL 076-241-4173 MAP E-3
沼田町又は泉野三丁目バス停より徒歩5分 営業時間9：00～18：00 月1回第1日曜休業

ヤマト・糀パーク

醤油のまち大野で、100年の歴史を持つ老舗の醤油・
味噌蔵です。醤油・味噌をはじめ糀調味料や糀甘酒など
豊富な品揃えで、味見も楽しめます。

一度に体験できる人数 1～144人

し

一度に体験できる人数 5～20人

金沢市大野町4-イ170 TEL 076-268-5289 MAP 大野
大野又は大野港バス停より徒歩5分 営業時間10：00～17：00 毎週水曜定休（祝日は営業）

醤油・ドレッシングのテイスティング
大野醤油の解説と、醤油ボトリン
グの見学や醤油ドレッシングの色・香
り・味を比べるテイスティングができ

和菓子手づくり体験
菓子職人の指導で、上生菓子2種類を2個ずつつくります。体験は毎週月・
木・土曜の13時30分～と15時～の2回です。2日前までに要予約。
体験料金：1,200円
（5人以上は1人1,100円）
所要時間：約40分
ここで体験

一度に体験できる人数 2～16人

こしやまかんせいどう

越山甘清堂

五色菓子や式菓子など金沢の伝統的な菓子をつくり続け
る明治21年創業の老舗です。近年は和菓子の素材を活かし
たアイスクリームや金城巻などの銘菓も手掛けています。
ここで体験

石川県観光物産館（4P 参照）（12月～2月は火曜休館）

四季折々の魚介や加賀野菜などの食材に恵まれた金沢で、藩政時代伝来

体験料金：無料
所要時間：約40分

の武家料理や郷土料理について、その由来や特徴を学び、
「治部煮」などの

一度に体験できる人数 20人まで

調理実習を行います。実施日時や時間は希望により調整。
体験料金：2,500円
（内容により応相談）
所要時間：60～120分

一度に体験できる人数 4～36人

金沢市武蔵町13-17 TEL 076-221-0336 MAP B-3
武蔵ヶ辻・近江町市場バス停より徒歩3分 営業時間9：00～18：00 毎週水曜定休

らくがん

ここで体験

なおげん

直源醤油

醤油のまち大野の基となった文政8年（1825年）創業
の醤油蔵で、併設する醤油カフェ「直江屋源兵衛」では
醤油のテイスティングもできます。
金沢市大野町1-53 TEL 076-268-1113 MAP 大野
大野又は大野港バス停より徒歩3分
営業時間8：00～17：00 第2・4・5土曜、毎週日曜・祝日定休

つ

落雁手づくり体験

あめ詰め体験

つくだ に

佃煮工場見学

き おけ

花やもみじ、松などの木型に生地を

木桶に入った粘度の高い水飴「じろあめ」
つぼ

押入れ、かわいい落雁をつくる体験で

を竹の箸ですくい壺型の容器に詰めて持ち帰

係員の説明を受けながら、佃煮の

す。お抹茶やお土産持ち帰り用の小

ります。体験は平日の10時～12時、14時～

製造工程を見学します。8・11・12月

箱も付きます。体験は10時と15時の

16時の間。前日までに要予約。

まっ ちゃ

2回、要予約。
体験料金：1,320円（菓子木型美術館
所要時間：約60分
入館料含む）
ここで体験

体験料金：1,500円

を除き希望日時で実施します。1カ月
までに要予約。

所要時間：約30分

見学料金：無料
所要時間：30分～60分

一度に体験できる人数 1～6人
一度に体験できる人数 2～20人

森八本店

390余年の歴史を持つ和菓子店で、落雁「長生殿（ち
ょうせいでん）
」は日本三名菓の一つとされています。併
設する菓子木型美術館には、江戸時代より保存される
1,000点を超える木型等が展示されています。
金沢市大手町10-15 TEL 076-262-6251 MAP B-2
橋場町（金城楼前）
バス停下車すぐ 営業時間9：00～18：00 1月1・2日休業
菓子木型美術館入館料：高校生200円、中学生100円
（9：00～17：00）
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ます。10日前までに要予約。

加賀料理体験

ここで体験

たわら や

あめの俵屋

昔ながらの水飴「じろあめ」で知られる、天保元年創業
の飴の専門店です。いにしえの商家のたたずまいを残し
たおもむきある建物で、観光客もよく訪れます。
金沢市小橋町2-4 TEL 076-252-2079 MAP A-2
小橋町バス停より徒歩3分
営業時間9：00～17：3（日曜は17：00まで） 12/31～1/3休業

ここで体験

青木クッキングスクール（四季のテーブル）

長町武家屋敷跡の一角、大野庄用水沿いにある60年
の歴史を持つ料理学校。1階には金澤料理の店「四季の
テーブル」があります。
金沢市長町1-1-17 TEL 076-231-2501 MAP C-3
香林坊バス停より徒歩5分 営業時間9：00～21：00 毎週日曜・祝日定休

一度に見学できる人数 20人まで

ここで見学

佃食品

化学調味料や保存料に頼らないおいしく健やかな味づ
くりを目指し、金沢伝統の佃煮をはじめ、新しい製品を送
り出しています。
金沢市大場町東828 TEL 076-258-5545 MAP A-3外
西日本 JR バス大場新町バス停より徒歩1分
営業時間9：00～17：00 毎週土・日・祝日定休
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こう

どう

茶道・香道体験
お茶席（抹茶）体験

金沢の茶の湯は、加賀藩祖前田利家や二代利長

ざ しき

香座敷で、お香の香りを

珠 姫 手まり万 頭とお抹茶

当てる簡単な「組香 」を行

たま ひめ

金沢の茶の湯

香道体験

お茶室で、干菓子又は
まん じゅう

くみ こう

の呈茶が受けられます。要

い、香道の初歩を体験しま

予約。
（珠姫手まり希望は

す。前日までに要予約。

5日前までに）

体験料金：2,750円（中学
生以下は1,375円）
所要時間：約60分 出張
体験等の相談に応じます。

呈茶料金：500円（30人
以上の団体は別設定、拝観
料別途）
所要時間：約20分

が千利休の薫陶を受けたことに始まります。その後、
利休七哲の一人高山右近を金沢に庇護したことや、
千仙叟宗室が加賀藩の茶の湯奉行となって金沢に

一度に体験できる人数 2～10人

一度に体験できる人数 5～20人

住み着いたこともあって、一層の隆盛をみました。現
ここで体験

在も裏千家を始め、かつて加賀藩が関わった遠州流

てんとくいん

ここで体験

珠姫の寺 天徳院

や宗和流などの茶道が盛んで、一般の人々が簡単に

3代藩主利常の正室となった徳川秀忠の娘（千姫の妹）珠
姫の菩提寺。拝観の他、からくり人形の上演もあります。

味わえるお茶席も多く設けられています。金沢は茶

金沢市小立野4-4-4 TEL 076-231-4484 MAP E-1外
天徳院前バス停より徒歩1分
拝観時間9：30～16：30（12月～2月は16：00まで）
12月～2月の毎週水曜休み
拝観料：高校生500円、中学生300円

どころとして知られ、毎年秋に開催される「兼六園大
茶会」は、
「二条市民茶会」
「松江城大茶会」と並び、

こう ほ

きゃ ら

香舗 伽羅

金沢の中心街にあるお香の専門店で、茶道・華道と並
ぶ日本三大芸道の一つでもある香道に親しんでもらうため、
体験のできる香座敷を設けています。
金沢市高岡町19-17 TEL 076-233-0477 MAP C-3
南町・尾山神社バス停より徒歩5分
営業時間10：00～18：30
（日曜・祝日は18：00まで）
第1・3・5の水曜定休

日本三大茶会の一つに数えられています。
ていちゃ

もんこう

お茶席体験（呈茶）
は

せ いけ

プチ聞香体験
ぎょく せん いん まる

兼六園の長谷池や金沢城公園の玉泉院丸庭

お香といえば白檀・沈香。この有名な香木の香を楽しむ初心者向けプチ

園を眺めながらオリジナル生菓子と抹茶の呈茶

茶の湯と和しぐさ体験

茶道体験
園内を見下ろす金沢最古の茶室灑雪亭で、

昔懐かしい和の空間で、お茶を頂く作

お点前を見ながらお抹茶を飲み、二服目は、

法や襖の開け閉め畳の歩き方など、和の

自分でお茶を点てる体験です。初心者でもス

しぐさが学べます。お抹茶・和菓子付き

タッフの指導で気軽に体験できます。11時～、

の体験です。3日前までに要予約。

た

14時～の1日2回。3日前までに要予約。

ここで体験

一度に体験できる人数 3～10人

体験料金：1,500円
所要時間：約60分

体験料金：1,200円

所要時間：約30～60分

呈茶料金：730円
（時雨亭は兼六園入園料別途）
所要時間：約15分

ふすま

て まえ

体験料金：高校生2,900円、中学生2,800円
（入園料含む）20人以上は1人200円割引
所要時間：約60分

を味わって頂けます。団体は要予約。

なつ

さいせつてい

聞香体験です。5日前までに要予約。

一度に体験できる人数 1～20人

ここで体験
一度に体験できる人数 1～10人

し ぐ れ

兼六園 時雨亭

兼六園がつくられた当時の別荘が、平成12年に現地
に再現され茶亭として使われています。
金沢市兼六町1
（兼六園内） TEL 076-232-8841 MAP D-2
広坂・21世紀美術館バス停より徒歩3分
営業時間9：00～16：30
（受付は16：00まで）年末年始は休亭
兼六園入園料：320円
（6才～17才100円）

ぎょく せ ん え ん

西田家庭園・玉泉園

兼六園より120年古い歴史を持つ庭園で、園内には隠
れキリシタン灯籠や金沢最古の茶室もあります。

ここで体験

金沢市小将町8-3 TEL 076-221-0181 MAP C-2
兼六園下・金沢城バス停より徒歩3分 開園時間9：00～17：00
毎週水曜定休（祝日の場合は翌平日）12月25日～2月末は冬季休園
入園料：高校生600円、中学生500円

ぎょく せ ん あ ん

金沢城公園 玉泉庵

加賀藩主の内庭だった玉泉院丸庭園は平成27年に再
現され、周りの石垣も見所です。玉泉庵からはこの庭園
が一望できます。

香匂い袋づくり

金沢市丸の内1-1（金沢城公園玉泉院丸庭園内）
TEL 076-221-5008 MAP C-2 広坂・21世紀美術館バス停より徒歩7分
営業時間9：00～16：30
（受付は16：00まで）年末年始は休亭

数種類の天然香料・香木を好み
に合わせて調合し自分だけのオリ
ジナル匂い袋をつくります。5日前

お茶席（抹茶）体験

までに要予約。

かん せん てい

庭内の茶室乾泉亭で、庭園を
ひ

が

いただけます。予約可。
抹茶料金：350円
（入館料別途）
所要時間：約30分
一度に体験できる人数 1～4人

ここで体験

てらしまくらんどてい

寺島蔵人邸

加賀藩の武士で画人でもあった寺島蔵人の屋敷です。
樹齢300年を超えるドウダンツツジをはじめ四季折々の
表情を見せる庭園と所蔵品も見学できます。
金沢市大手町10-3 TEL 076-224-2789 MAP B-2
橋場町
（金城楼向い）
バス停より徒歩5分 開館時間9：30～17：00
（呈茶は16：00まで）
年末年始・展示替え期間は休館 入館料：高校生以下無料

和の香体験（香と武士／香と姫様）
武士はなぜ香を使い、何に使う

優美で繊細なお茶屋の内部を見学
を頂くことができます。

て、歴史の楽しいお話と香が聞け

呈茶料金：700円（修学旅行生は600
円、入館料別途）
所要時間：約15分

こう し

る
（嗅げる）体験です。講師・香司
友代香

3日前までに要予約

体験料金：3,000円（ 金沢菓子・
所要時間：約60分
お茶付き）
一度に体験できる人数 2～9人

ここで体験

和の時空 町屋塾

金沢優良町家認定の、四国・金沢共同改修町家です。木や漆
喰が心地よい和空間で、和の学びや暮らしが体験できます。

一度に体験できる人数 2～12人

かんそんあん

し、茶室「寒村庵」で和菓子とお抹茶

のか？お姫様の香とお守りについ

金沢市東山1-34-6 TEL 076-252-3176 MAP B-1
橋場町
（ひがし・主計町茶屋街）
バス停より徒歩5分
開館時間10：00～21：00 不定休
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体験料金：1,000円
所要時間：約30～60分

お茶席体験（呈茶）

し

眺めながら干菓子付きの抹茶を

（多人数の場合は相談に応じます）

ここで体験

一度に体験できる人数 3～10人

ここで体験

し

ま

志摩

金沢仏壇池田大仏堂の姉妹店として、平成2年よりお香の専
門店を開店。鏡花・月ヶ瀬などのお香や、手描き加賀友禅のロ
ウソクも人気です。町家の坪庭の見えるお部屋で立礼で体験
を行っています。
金沢市武蔵町10-1 TEL 076-260-1139 MAP B-3
武蔵ヶ辻・近江町市場バス停より徒歩3分 営業時間9：30～17：30

文政3年（1820年）
に建てられたままに残るお茶屋の建物
で、国の重要文化財に指定されています。遊芸を主体とした
お茶屋特有の粋な造りとなっており、囲炉裏・石室・井戸など
も残っています。
金沢市東山1-13-21 TEL 076-252-5675 MAP B-1
橋場町（ひがし・主計町茶屋街）バス停より徒歩4分 営業時間9：30～17：30
入館料：高校生500円、小中学生300円
（20人以上の団体は各50円割引）

くんこう こう や

加賀の薫香 香屋

毎週火曜定休

無休
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和楽器演奏・能楽体験
しょう ぞく

多人数での体験には、公共の貸し会場をご利用ください。

しゃ み せん ひ

能面・能装束着装体験

三味線弾き体験

能面約20点、能装束2領より好

初心者でも三味線の持ち方を

きなものを着装することができます。

教わり「さくらさくら」の演奏がで

観光ボランティアガイドのまいどさ

きます。お抹茶付きのプログラム

んが16時まで常駐し、着装を手伝っ

です。予約不要。

じょうちゅう

てくれます。
体験料金：無料

体験料金：500円
所要時間：約30分

所要時間：約15分

金沢市立中村記念美術館

〒920-0981 金沢市片町2-5-17 MAP D-3
TEL076-255-0162 FAX076-255-0164
mail : shiminkouryukan@city.kanazawa.lg.jp

〒920-0964 金沢市本多町3-2-29 MAP D-2
TEL076-221-0751 FAX076-221-0753
mail : nakamura@kanazawa-museum.jp

大正時代の町家を改装して造られた、学生たちと市民の交流やまちづ
くり活動の場。交流ホール
（和室81帖）
とサロン
（フローリング33帖）、
土蔵（フローリング20帖）
の他、8帖から12.5帖の和室が5室あります。
収容可能人数 ：交流ホール最大130人
使 用 料 等 ：交流ホールは全日10,470円
（教育機関の使用は無料）

主に茶道具や工芸作品を展示する美術館。付属施設の旧中村邸
（和室）
が利用可能。
収容可能人数 ：1階（7畳、10畳、12畳）30人 2階
（27畳）
40人
使 用 料 等 ：1階 午前中 2,970円～、2階 午前中 4,950円～（別途空調費）

一度に体験できる人数 1～8人

一度に体験できる人数 1人
（2人以上は順番制）
もり

水曜日を中心にした指定日には、森
た りゅうふえかた
田 流 笛方でもある館長の指導で能楽器
も体験できます。
（HP 参照）その他、出
張体験や能講座など相談に応じます。
ここで体験

金沢学生のまち市民交流館

ここで体験

ふくしまさんげんてん

福嶋三絃店

ひがし茶屋街近くで約130年続く三味線の専門店です。
いにしえの佇まいを残す店舗の2階が体験会場です。
金沢市観音町1-1-6（金沢市東山1-1-8）
TEL 076-252-3703 MAP B-1
橋場町
（ひがし・主計町茶屋街）
バス停より徒歩2分
営業時間13：00～16：00 毎週土日・祝日、第2・4土曜定休 お盆休みあり

金沢能楽美術館

加賀宝生ゆかりの能楽に関する美術品や資料を収蔵・展
示している唯一の美術館。初心者でも楽しめるコーナーや
体験プログラムがあり、学習の場としても利用されています。
金沢市広坂1-2-25 TEL 076-220-2790 MAP D-2
広坂・21世紀美術館バス停より徒歩1分
開館時間10：00～18：00 毎週月曜（祝日の場合は翌平日）
・年末年始、展示替え期間は休館
観覧料金：高校生以下無料

金沢文芸館
金沢能楽美術館
〒920-0962 金沢市広坂1-2-25 MAP D-2
TEL076-220-2790 FAX076-220-2791
mail : noh-museum@kanazawa-arts.or.jp

こと ひ

筝弾き体験
筝の初心者のみを対象とした
体験です。
「さくらさくら」の演奏
を体験します。
体験料金：500円
所要時間：60分まで

能面や能装束などが展示され、金沢の能楽「加賀宝生」にふれる日本
で唯一の能楽に関する公立の美術館。こども能楽教室などが行われる3
階研修室は、多目的に利用できます。
収容可能人数 ：約100人
使 用 料 等 ：9：00～17：00 11,520円

〒920-0902 金沢市尾張町1-7-10 MAP B-2
TEL076-263-2444 FAX076-263-2443
mail : bungeikan@kanazawa-museum.jp

国の登録有形文化財に指定された旧銀行の建物で、泉鏡花文学賞や
市民文学賞の受賞作が閲覧できます。1階の交流サロンや3階の文芸フ
ロアは夜間貸し出しも行っており、多目的に利用できます。
収容可能人数 ：約40人 貸出時間 18:00～21:30
使 用 料 等 ：1フロア1,040円

一度に体験できる人数 1～5人

ここで体験

ことさんげん

の

だ

や

琴三絃 野田屋

筝・三味線等の和楽器全般の製造・修理・販売を行う
店で、武家の女性の嗜みとして親しまれてきた筝（琴）
は、
現在でも多くの愛好者がいます。
金沢市本町1-8-9 TEL 076-221-2870 MAP A-3
金沢駅兼六園口
（東口）
より徒歩10分 営業時間10：00～18：00 毎週日曜定休

近江町交流プラザ
石川県政記念しいのき迎賓館
〒920-0962 金沢市広坂2-1-1 MAP C-2
TEL076-261-1111 FAX076-261-1115
mail : info@shiinoki-geihinkan.jp

おこと・三味線体験
お琴や三味線の未経験者を対象に、約1時
間で「さくらさくら」を練習します。お茶・お菓
子付き。要予約。
体験料金：1,500円
（修学旅行生は1,000円）
所要時間：約60分
一度に体験できる人数 1～5人
ここで体験

大正13年に建造された旧石川県庁舎で、正面にある1対の椎の木がシンボル。
現在は兼六園周辺総合案内やギャラリー・会議室・レストランなどがある交流施設
として周辺のランドマークとなっています。2階のイベントホール（140㎡）やガー
デンルーム
（130㎡）、3階セミナールーム2室（100㎡・130㎡）などが利用できます。
収容可能人数 ：セミナールームA 40人、セミナールームB 70人
使 用 料 等 ：2室合計 午前中8,750円、全日30,660円

〒920-0907 金沢市青草町88（近江町いちば館3・4階） MAP B-2
TEL076-260-6722 FAX076-260-6726
mail : ohmicho@city.kanazawa.lg.jp

2009年に開業した近江町市場の再開発ビルの3・4階は、市民のため
の交流施設となっています。4階は「まなびぃ広場」と名付けられた生涯
学習のための貸し会場で、3つの研修室と集会室等があります。
収容可能人数 ：研修室10人～40人、集会室90人等
使 用 料 等 ：研修室3 午前中680円～、集会室 午前中2,930円～

関屋楽器店

藩政時代創業の老舗で、前田家より「関屋」の名と金沢
城出入りの鑑札を与えられて以来の和楽器専門店です。
金沢市本町1-1-10 TEL 076-221-0860 MAP B-3
金沢駅兼六園口
（東口）
より徒歩10分
営業時間9：00～19：00（日・祝10：00～18：00） 不定休

金沢未来のまち創造館
石川四高記念文化交流館

ほ う しょう

伝統芸能
「加賀宝生」
について
うたい

金沢では「空から謡が降ってくる」という言葉があ
ります。植木職人が木の上で作業をしながら何気に
うた

謡っている様子を表したもので、家や商家だけでなく

〒920-0962 金沢市広坂2-2-5 MAP C-2
TEL076-262-5464 FAX076-261-1609
mail : shi_bun@pref.ishikawa.lg.jp

レンガ造りの四高の校舎を利用した施設で石川四高記念館と石川近代文
学館で構成されています。多目的利用室5室（66㎡～74㎡）
が利用できます。
収容可能人数 ：スクール形式で1室24人～30人
使 用 料 等 ：1室午前中1,880円～、全日6,690円

〒921-8031 石川県金沢市野町3丁目11-1 MAP E-3
TEL076-280-3115 FAX076-280-3116
mail:info@mirai-nomachi.jp

令和3年8月8日に開館した、旧野町小学校の４階建て校舎を改修・一部増
築し、整備された施設で、最先端の設備と地域の人々に愛された学び舎の面
影が共存する空間となっています。2F、3Fの多目的室（172㎡）
が利用できます。
収容可能人数 ：約50人
使 用 料 等 ：9：00～12：00、18：00～21：00 2,150円
13：00～17：00 2,880円 全日 7,180円

庶民にまで能が親しまれていたことを物語っています。
加賀藩により能は厚く保護され、
「加賀宝生」と呼ば
れるまでになりました。加賀宝生は、金沢の無形文化
財に指定されています。
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←

至湯涌温泉

川

↑

↑金沢卯辰山工芸工房

天徳院
金沢湯涌創作の森

金沢大学附属病院

野

宗桂会館

浅

卯辰山山麓寺院群

↑

1

加賀繍IMAI

小立野寺院群
和の時空

宇多須神社

東山

3

11

ひがし茶屋休憩館

4

● 福嶋三絃店

東山三丁目
橋場町
（ひがし・主計町茶屋街）

森山北

大樋美術館

浅野川大橋

橋場町
（金城樓前）

橋場
小橋町

猿丸神社

梅ノ橋

●
●
● 安江金箔

工芸館

金沢くらしの博物館

記念館

金銀箔工芸さくだ本店 志摩
●
森山一丁目

天神橋

ひがし 町屋塾
茶屋街 ● 徳田秋聲

かなざわ
美かざりあさの

中の橋

12 小橋町

10

●

●

主計町
茶屋街

寺島
蔵人邸

金沢文芸館

西田家庭園・玉泉園

ギャラリー
セーブル

兼六園下

9

かなざわカタニ
新丸広場

2

彦三町

城下まち金沢周遊バス
LL 左回り（Left Loop）

菱櫓
町民文化館
●

13 明成小学校前
加澤美照工房
●

近江町交流プラザ

金澤くるみ
中島大橋

●

東別院

●

佃食品

沢駅

金箔工芸
田じま

10 13

金沢中央 ●
観光案内所

南町・尾山神社

工房ひょんの木
香舗 伽羅

金沢市立
玉川図書館

●

赤羽ホール
武家屋敷跡野村家

金沢駅（東口6番のりば）
金沢駅（東口6番のりば）

大野

金沢駅

●

六枚

ヤマト・糀パーク ●

6

6

9

桜橋

桜橋

タテマチ広場

金沢ショッピングライナー

5
香林坊

11

片町きらら

東急スクエア
香林坊
片町（片町きらら前）
（日銀前）

青木クッキング
スクール

金沢学生のまち
市民交流館

てらまちや風心庵

寺町寺院群
川

片町

4

寺町五丁目

犀
片町（パシオン前）

犀川大橋

雨宝院

伏見寺

10

谷口吉郎・吉生記念
金沢建築館

●

前田土佐守家
資料館

●

まちバス

片町・タテマチ

広小路（大桜前）

広小路（寺町寺院群・
にし茶屋街）

5

●

津田水引折型
新橋

四十萬谷本舗
野町広小路

室生犀星記念館

3

●

妙立寺
（忍者寺）

アトリエ＆
ギャラリー

にし茶屋街

creava

西茶屋資料館

松本陶房／木考房 遊
陶庵／箔一本店 箔巧館

元車

大野新橋

桜橋

九谷光仙窯
●

↓

至金石・大野

鱗町

金沢ふるさと偉人館

●

北陸
本線

（金沢歌劇座前）

金沢未来のまち創造館

長町友禅館

いきいき魚市

本多町・歌劇座・
鈴木大拙館

金沢市役所

長町武家屋敷
休憩館
旧加賀藩士高田家跡

●

金沢百番街

北陶

● 茜やアーカイブ

9 12

金沢市
老舗記念館

2

鈴木大拙館
●

7 7 本多町

ギャラリー

香林坊東急スクエア・
日銀前

●

8

● 漆器の能作

香林坊

0

石川県立音楽堂

金沢能楽美術館

4 3

南町

金沢市
足軽資料館

もてなしドーム

金沢21世紀美術館

香林坊（アトリオ前）
香林坊大和・
アトリオ

長町
武家屋敷跡
界隈

金沢市観光協会

広岡

尾山神社

1
0

●

今井金箔 ●

本多町
（北陸放送前）

8 8

香林坊大和・アトリオ

↑

↑

3

南町・尾山神社

加賀の薫香
香屋

レ
リファーレ

金沢駅観光案内所
陸
新
●
幹
●
線
金

2 3

中村記念
美術館

金沢21世紀美術館・兼六園 金沢歌劇座

石川四高記念文化交流館
いしかわ四高記念公園

南町・尾山神社
南町・尾山神社

金沢市文化ホール

リファーレ

北

●

越山甘清堂

12

13

平岡
結納舗

11
14

●

7

広坂

●

武蔵ヶ辻・金沢エムザ
武蔵ヶ辻・近江町市場 ●
（金沢エムザ黒門小路前）

関屋
楽器店●

●

金沢駅
兼六園口（東口）
・
金沢フォーラス

武蔵

金沢
エムザ

西門口前

琴三絃野田屋

北陸鉄道
浅野川線

2

国立工芸館
（東京国立近代美術館工芸館）

玉泉院丸庭園

●

鼠多門・鼠多門橋

武蔵ヶ辻・近江町市場（いちば館前）
武蔵ヶ辻・近江町市場

1

石川県立
歴史博物館

広坂・21世紀美術館（石浦神社前）
広坂・21世紀美術館
（石浦神社向い）

石川県政記念
しいのき迎賓館

玉泉庵

近江町市場

目細八郎兵衛商店

●

石川県立
美術館

●

金沢城公園

中島めんや

石川県立能楽堂

金城霊沢

瓢池

橋爪門続櫓

●

1

兼六園

兼六園下・金沢城
（白鳥路前）

河北門

兼六園
時雨亭

五十間長屋

ギャラリーしらいと
明成小学校前

兼六園下・金沢城（石川門向い）

石川門

彦三大橋

城下まち金沢周遊バス
RL 右回り（Right Loop）

6

笠舞

成巽閣

石川県観光物産館
霞ヶ池
● 野村右園堂

●

森八本店

●

いしかわ
生活工芸 ●
ミュージアム

● 加賀友禅会館
●

●

橋場町
（金城樓向い）

金沢蓄音器館

● あめの俵屋

本多の森ホール

5

泉鏡花記念館

2

1

A

B

B

C

みなと橋

宝生寿司 ●

公共シェアサイクル まちのり
金沢市が実施する公共のレンタサイクル。
まちなかに設置さ
れたサイクルポートのどこでも貸出・返却が可能です。最新の
ポート情報など詳しくはホームページをご確認ください。
https://www.machi-nori.jp/
■貸出時間／24時間
■利用料金／１日パス1,650円
（提携窓口）or 1,430円
（WEB）

問い合わせ先／まちのり事務局 TEL 076-255- 1747（9：00～18：00）

17

● ガラス工房

大野口

スタジオ・プラスG
●

大野大橋

陶芸工房 一閑 ●

直源醤油

醸造協業組合

城下まち金沢周遊バス
■運賃 おとな200円・こども100円
（北鉄バス1日フリー乗車券で乗車可）
■金沢駅東口6番のりば発

● 大野灯台
● 大野醤油

D

●

大野日吉神社

RL 右回りルート 8：35～18：05 約15分間隔で運行
LL 左回りルート 8：30～18：00 約15分間隔で運行

問い合わせ先
※金沢駅西口から大野地区（ヤマト・糀パーク）
まで車で約15分

北陸鉄道テレホンサービスセンター TEL076-237-5115

E
金沢ショッピングライナー まちバス
■土曜・日曜・祝日運行
■運賃 おとな100円・こども50円
（全国交通系ICカード利用可）
■金沢駅東口5番のりば発
問い合わせ先

9：40～17：40 20分間隔で運行
18：00～20：00 30分間隔で運行

西日本ジェイアールバス
金沢商業活性化センター

TEL076-231-1783
TEL076-224-8112
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