聴く さくらコンサート＆トーク
●さくらコンサート 4/9（土）・10（日）

東北地方太平洋沖地震の被災地を支援するため、チャリティー
イベントの募金や売り上げの一部は、義援金として寄付いたします。

メイン会場：しいのき迎賓館 屋外広場 特設ステージ ほか
その他会場：鯉喉櫓台
本多の森公園
伝統産業工芸館

白井貴子

焱太鼓

届けよう！
被災地に私たちの心を

さくらチャリティーアート

金沢大学モダンジャズソサエティ、
saomochamusic、島かおり、未佳、
オカリナ 小山佳純、音子
（ねこ）

4/9（土）
・10（日）会場：しいのき迎賓館 １階ガラス壁面
10:00〜17:00 東北地方太平洋沖地震の被災地を支援するための、参加型チャリティーアート。

さくらテーブルコーディネート展
「花見のしつらい」
4/9（土）
・10（日）会場：しいのき迎賓館 2階ガーデンルーム
「お花見」をテーマにしたテーブルトップコーディネートを展示。
10:00〜18:00 「春」や「桜」、

4/10（日）13 : 30〜14 : 00
会場：しいのき迎賓館 屋外広場 特設ステージ
（予定）

月見光路 〜夜桜を愛でる〜

しいのき迎賓館で写真展「 SAKURA 」
を開催中の写真家・織作峰子さんと

4/8（金）
・9（土） 会場：しいのき迎賓館 屋外広場
18:00〜21:00 学生が制作したあかりのオブジェによるライトアップで夜桜を鑑賞。

パティシエ・辻口博啓さんをゲストに招き、
「さくらのある風景」や「日本人とさくら」
を

協力：金沢工業大学月見光路プロジェクト

テーマに桜の魅力をお二人ならではの

辻口博啓

下記の各会場でも各種催しを開催！
！詳細はお問い合わせください。

視点で語っていただきます。

石川県政記念しいのき迎賓館

●しいのき音楽の小径（屋内コンサート）
4/9（土）
・10（日） ①13：00〜13：30

②15：00〜15：30

会場：しいのき迎賓館 しいのきプラザ

春爛漫、金沢がふんわりと色づく桜の季節
しいのき迎賓館と兼六園周辺文化の森施設にて
さくらづくしの2日間のイベントを行います。

オーケストラ・アンサンブル金沢に箏を加えた四重奏が登場。

味わう さくらカフェ
さくらにちなんだスイーツや軽食、飲みものなど、
さくらカフェ
限定の春らしい味をご堪能ください。

●さくらカフェ

4/9（土）・10（日）

しいのき迎賓館と兼六園周辺文化の森施設にて

4/9（土）10 : 00〜21 : 00・10（日）10 : 00〜17 : 00
会場：しいのき迎賓館 屋外広場

織作峰子写真展「SAKURA」
3/29（火）〜4/13（水） 会場：しいのき迎賓館 2階 イベントホール
10 : 00〜18 : 00

届けよう
！被災地に私たちの心を

兼 六 園 周 辺 文 化 の森

●織作峰子×辻口博啓 トーク「さくらの力」

織作峰子

見る さくらアート

イメージ

4/9（土）
・10（日）10 : 00〜17 : 00 会場：本多の森公園
4/9（土）
・10（日）10 : 00〜19 : 00 会場：伝統産業工芸館

総合案内 しいのき迎賓館１F受付

乙女の金沢 春ららら市
4/9（土）
・10（日）10 : 00 〜 17 : 00
会場：しいのき迎賓館 屋外広場
うつわ、くつ、かばん、水引、パン、お菓子などな
ど、石川生まれのかわいいものやおいしいもの
が、ずらり。石垣を眺める絶景の芝生で、作り手
本人が販売します。ワークショップや、打楽器トリ
オAsoviva!ミニライブも開催予定。

兼六
駐車場

桜ヶ岡口

しいのき迎 賓 館

朗読会

泉鏡花作「桜心中」※無料

4/9（土）14：00〜15：00頃

金沢能楽美術館 ☎ 076-220-2790
コレクション展 第二期 「新収品を中心に」 4/10（日）
まで
「能楽解説講座」 4/10（日）10：30〜11：30

金沢21世紀美術館 ☎ 076-220-2800
コレクション展「目には見えない確かなこと」 4/10（日）
まで

石川県立美術館 ☎ 076-231-7580
ビデオ上映会「正倉院宝物」
（5番組上映）
4/9（土） 13:30〜16:00 ホール ※無料

中村記念美術館 ☎ 076-221-0751

石川四高記念
文化交流館

兼 六 園

県立伝統産業工芸館
随身坂口

金沢市役所

特別公開「江戸幕府と本多家」 4/14（木）
まで
本多の森 屋外展示ツアー ※無料 4/9（土）13：30〜14：30頃 小雨決行

上坂口

真弓坂 口

能楽
美術館

藩老本多蔵品館 ☎ 076-261-0500
石川県立歴史博物館 ☎ 076-262-3236

蓮池門口

小立野口

石川県立能楽堂 ☎ 076-264-2598
「歌占」、狂言「清水」 4/10（日）13：00〜
金沢能楽会定例能 能「右近」

石川県立伝統産業工芸館 ☎ 076-262-2020
企画展「花を愛でる−浮世絵・江戸木版画の梅と桜−」展 5/31（火）
まで
企画展「木 −木があたえてくれた世界−」 5/29（日）
まで

金 沢 2 1世 紀 美 術 館
県立美術館
総合案内

本多の森公園

さくらアート
さくらカフェ
駐車場

県立能楽堂

金沢歌劇座

中村記念
美術館

藩老本多
蔵品館

県立歴史博物館

※天候などの理由により日時・会場・出演者等が変更になる場合がございますので、ご了承ください。

〈お問い合わせ 〉しいのき迎賓館 ☎ 076-261-1111
http://www.shiinoki-geihinkan.jp/

石川四高記念文化交流館 ☎ 076-262-5464

企画展 「伝統工芸の技法」 4/10（日）
まで
金沢城公園

中央公園

買う さくらクラフトフェア

076-261-1111

4/9（土）〜5/8（日）
〈伝統の新たなる出会い（開館一周年記念展）〉
ギャラリーA「九谷塾＋」※無料
ギャラリーB「新たな時を刻み始めた日本の美」※無料
4/10（日）まで しいのきプラザ ※無料
輪島の漆作家たちからの「ベビースプーンに愛を込めて」

【主催】
兼六園周辺文化の森 ”さくらめぐり”実行委員会
【共催】
しいのき迎賓館 【後援】
北國新聞社、
テレビ金沢、北陸放送、
エフエム石川、
ラジオかなざわ・こまつ・ななお、金沢ケーブルテレビネット

●兼六園観桜期の無料開園
日時：4月上旬の７日間
（予定） 7:00〜21:30
※4/9
（土）
、10
（日）
は桜の開花に関わらず無料開園。

●金沢城・兼六園

観桜期ライトアップ

日時：上記兼六園無料開園期間

18:00〜21:30

●金沢城「ラ・フォル・ジュルネ プレコンサート」
金沢市立工業高校吹奏楽部 4/9（土）11:00〜 金沢城河北門にて
13:00〜 金沢城三の丸広場にて

