
❻聞善寺

❽観音院

❹廣誓寺

❷興徳寺

❸長久寺
1608年創建。前田利家の妹、
津世姫の菩提寺。境内には
樹齢400年の双銀木犀。優
しい木犀の香りと小さな白
い花をつけます。会期中に
開花するかも。

会場 & 展示作家紹介
スタンプラリーマップ

❾全性寺

❶常松寺
1611年創建。加賀藩士山崎
閑斎の下邸内に創建。山崎閑
斎は槍術に優れ、前田家に仕
え利長から1万4000石の所領
を与えられた。1635年に現
在地に移り、寺紋は小槌。

1582年創建。能登 宝達村に創建
される。 1674年 現在地に移る。
当山には、子育鬼子母神が泰安
されております。安産と子育て
の守護神として多くの方に信仰
されております。

千亜奇
自宅警備員

大橋りほ
オルタナィブ仏画

瑞吉
水墨画家

大竹喜信・藤枝政和
(有)OTK大竹仏壇製作所

増井洋子
陶工

❺崇禅寺

スタンプラリーで記念グッズをゲット！
9 ヶ寺全部のスタンプを集めた方には、
オテラート記念グッズをプレゼント！

寺町地区アクセス
金沢周辺遊バス
右回り /左回り　広小路バス停から徒歩 5分

つりがねちゃん

❼浄光寺

原一史
写真家・工芸家

高山桃歌
金沢美術工芸大学美術科油画
専攻 3 年

寺田梨紗
絵描き

鹿庭健司
 プログラマー

Sgatch（スガっち）
会社員兼イラストレーター

河本真詩
陶芸家

太田魁
金沢美術工芸大学 工芸科 漆木工
修士 1 年

都曲佑蒼子
書道セラピスト、書家

シマエ
アマチュア3DCG クリエイター

ておえむく
イラストレーター

じょうしょうじ こうとくじ

ちょうきゅうじ
こうせいじ

じょうこうじ

かんのんいん

もんぜんじ

そうぜんじ

ぜんしょうじ

浄土真宗  瓢箪町 5-33

曹洞宗   寺町 5-2-20

1522年創建。越中放生津城主、
神保安藝守からの要請により、
富山県新湊市に創建された。
その後、前田利長に従って富山、
高岡、そして金沢に寺庵を移し、
1786年に現在地に移った。

オオタニ ユリ
金城大学短期大学部美術学科講師
デザイナー

アマヤギ堂
浮世絵師

蒼月
自由作家

雨沢晴人
イラストレーター

1481年創建。蓮如上人より法名
を賜った願西により創建されま
した。当初、金沢城西側、今の
近江町市場そばにございました
が、藩の事情により1645年に現
在の地に移ってまいりました。

中野亘
陶芸家

日蓮宗  東山 2-18-10

日蓮宗  寺町 5-12-16曹洞宗  野町 1-3-8

1616年創建。卯辰山にあった観
音堂の十一面観音を加賀藩 3 代藩
主前田利常公の正室珠姫さまが厚
く信仰され御堂を寄進したことが
創建とされる。

坂井亜也子
金沢美術工芸大学 日本画専攻３年

皆巳洋子
金沢美術工芸大学大学院修士課程
工芸専攻金工コース

麦谷真緒
金沢美術工芸大学 日本画専攻３年

井上月伽
金沢美術工芸大学 日本画専攻３年

齊藤美知代
木彫刻

カテウ ノリヒスア
コラージュ作家

芝山佳範
沈金師

平嶋美輝
金沢大学人間社会学域人文学類

SwampSwimmer ʻｓ
フォトグラファーグループ

島村海南江
金沢美術工芸大学 工芸科金工コース

真言宗  観音町 3-4-2

1463年創建。250年前、ひがし茶屋
街から現在の地へと転ずる。宝暦
の大火により焼失後、1841年に現
在の本堂が建立される。本願寺八
代、蓮如上人所縁の寺でもある。

浄土真宗  森山 2-19-32

1597年創建。織田信長家臣不破
河内守彦三勝次が五郎島に菩提寺
として建立。1650 年に現在地に
移転し、当初は七堂伽藍を完備し
たが、現在 本堂のみ現存し当時
の佇まいを残している。 

木下富雄
工芸家

小坂素石
書家

松井唯
金沢美術工芸大学 油画専攻３年

正水瞳
糸かけ師、点描曼荼羅作家

曹洞宗  昌永町 13-25

1349 年創建。現在の地には1648年
に移ってきました。本堂に隣接して
金沢二十五天神の一文字天満宮があ
ります。江戸期よりの神仏混合のお
寺、神社として今も残っています。

加賀勇士
クリエイター

ala
編み物作家、ペン画家

若松建吾
写真家

髙辻あい
陶芸

島崎紗栄
金沢美術工芸大学 製品デザイン専攻

曹洞宗  瓢箪町 5-43

前期 寺町地区
ちりぬる様

東山地区アクセス
金沢周辺遊バス　右回り/左回り
森山 1丁目から徒歩 5分

後期 浅野川地区・東山地区

浅野川地区アクセス
金沢駅から徒歩 5分
武蔵ヶ辻バス停から 徒歩10分
金沢周辺バス 右回り/左回り
明成小学校から 徒歩1分 



常松寺          浄光寺          観音院         崇禅寺

長久寺          全性寺          廣誓寺         興徳寺

oterart金澤とはテーマについて
oterart（オテラート）金澤とは、「お寺」

と「アート」を掛け合わせた造語で、作家・

学生さん等による芸術祭です。お寺という

場所は、日本の美術文化においても深い関

わりを持ち、大きな影響を与えてきました。

私たちの生きる現代では、日々文化形態や

娯楽、食文化が多様化し、日本人の生活様

式も日々変化しています。そんな今の時代

に、金沢の「今」の芸術をお寺で見ることで、

皆さんのなかに何か新しい発見があればと

思っています。oterart金澤が美術・芸術を

もっと沢山の人に身近に感じていただく機

会となり、そして美術・芸術文化の発見に

よって、金沢という街の魅力がさらに深

まっていければ嬉しいです。

コロナ禍の中で何ができるのか? 何が

したいのか? 何を伝えたいのか?「雨垂

れ石を穿つ」という諺があります。軒下

から落ちる雨水が石を貫く様子から「小

さな力でも大きな実を結ぶ」という意味

になります。ここに「芸術の力」がある

のではないでしょうか。人ひとりの力は

小さいかも知れませんが、芸術は観たも

のに驚きと感動を与えます！芸術には世

界を変える力があるはずです！今こそ、

みなさんに「芸術の力」を見せていただ

きたいと思い上記のテーマを設けさせて

いただきました。余談になりますが、驚

きや感動を表現する感嘆符「!」は「雨

垂れ」と読むそうです。

oterart大賞(2019) 
小坂素石「極楽浄土への観想」

東山地区

詳細は
ホームページで！

浅野川地区

和 LIVE
~花・墨・音～

9/27(月 )

クラシックギター
デュオ演奏

香袋づくり

9/19(日)

9/25( 土 )

9/26(日 )

仏教公開講座「創造とは？」

oterart 金澤 2021

【主催】oterart金澤2021実行委員会
【後援】石川県 /金沢市 /北國新聞社 /北陸中日新聞
テレビ金沢 /北陸放送 /金沢ケーブル株式会社
エフエム石川 /ラジオかなざわ /ラジオななお /ラジオこまつ

【お問い合わせ先】
oterart金澤2021実行委員会事務局
☎076-241-2727 ( 長久寺内 受付 10:00~18:00 )
広報デザイン　橋場友美  高橋真友紀  内藤智輝
表紙デザイン　北川愛理  中野七星

寺町地区

oterart 行事

うでわ念珠体験

9/    26

うでわ念珠体験

英字新聞でつくる
おしゃれなエコバッグ

九谷焼・赤絵体験
をして見よう！

九谷焼・赤絵体験
をして見よう！

糸かけ数楽アート体験

糸かけ数楽アート体験

お寺のほっこり喫茶

10/2( 土 )

10/2( 土 )

10/2( 土 )

髪の毛書道パフォーマンス

10/3( 日 )

10/3( 日 )

お茶あてゲーム

9/19(日)

9/26(日 )

9/18(土 )

9/25(土 )9/19(日 )

お寺のほっこり喫茶

沈金My箸作り

沈金My箸作り

Mail : oterart@gmail.com
Web : https://www.oterart.com

「お寺でよむ」金商高校
演劇部 - 羅生門 -

わたしだけのハートを書こう
（筆文字体験ワークショップ）

住職と巡るoterartツアー
～寺町地区～

9/29( 水 )
住職と巡るoterartツアー

～東山地区～

住職と巡る oterart ツアー
～浅野川地区～

お寺でオーガニックな
Vegan おやつ

9/18(土 )

お寺でオーガニックな
Vegan おやつ

シャカシャカ抹茶で
抹茶あそび

うでわ念珠体験

香袋づくり

9/25(土 )～9/26(日 )

点描ミニ体験

10/3( 日 )

点描ミニ体験

沖縄音楽の夕べ

10/2( 土 )

9/26(日 )

10/3( 日 )

10/2( 土 )

マインドフルネス瞑想＆ヨガ

9/25( 土 )

9/26(日 )

9/25( 土 )

デジタルネガで青写真を
プリントしよう

音・呼吸 -クリスタルボウルの
音色と呼吸を楽しむヨガ

Agクルー つみきのいえ 他　
よみしばい　

【行事のご予約、お問い合わせ】
oterart金澤2021行事部
oterart489@gmail.com

9/18(土)～9/19(日) 13:00~17:00

13:00~16:00①13:00~②14:30~

①14:00~②16:00~

③16:00~

①13:00~②15:00~

①13:00~②16:00~

③17:00~

13:00~17:0013:00~14:00

13:00~17:00

13:00~17:00

14:00~17:00

13:00~17:00

13:00~17:00

14:00~16:00

14:00~16:00

14:00~16:00

13:00~17:00

13:00~14:00 13:00~17:00

13:00~17:00 15:00~16:30

13:00~17:00

13:00~17:00

13:00~16:00 16:00~17:30

18:00~19:00

13:00~17:00 13:00~15:00

15:00~15:30 13:00~17:00

13:00~17:00

13:00~17:00

14:00~15:30

9/21(火 )～9/22(水 )

9/23(木 )～9/26(日 )

9/25(土 )～9/26(日 )

9/25(土 )～9/26(日 )

9/27(月 )～10/1(金 )

10/1(金 )～10/3(日 )

9/21(火 )

9/20(月) , 9/23(木 )

2000円

500円

2000円

無料

500円

無料

2000円

2000円

1000円

300円

2500円

無料

無料

2000円

1公演 500円
全3公演1000円

1000円

無料

無料

無料

2000円

2000円

無料

無料

1000円

1000円

2000円

300円～400円

2000円2500円

2000円

要予約

要予約

要予約

予約優先

要予約

要予約

要予約

予約優先

予約優先

予約優先

①13:00~②15:00~

新型コロナウィルスの感染状況により開催を中止する場合がございますので、ご来場の際はホームページをご確認ください。

芸術一撃
第11回テーマ

一つの出会いが世界をひらく

開場時間 入場無料

              寺町地区

9/18土～9/26日
会期【前期】

【後期】

13時～18時
土曜日は20時まで  
各会期最終日のみ17時まで

　　　　浅野川地区・東山地区

9/25土～10/3日

金沢のお寺を巡るアートの旅2021


