
種類 寺⼦屋⾏事名 地区 会場 ⽇程 時間 講師、企画 参加費 予約 定員 information

体験 沈⾦箸づくり 浅野川地区 廣誓寺 8⽉25⽇㈰ 14：00〜16：00 芝⼭佳範 2000円 要予約 20名 普段体験することのできない沈⾦の伝統技法でお箸をつくりませんか。

交流 廣誓寺・出展作家と交流しよう 浅野川地区 廣誓寺 8⽉25⽇㈰ 15：00〜16：30 開発⽂七 無料 不要 - 招待作家の開発⽂七先⽣、出展作家による作品の紹介をします。

聞く よみしばい 浅野川地区 廣誓寺 8⽉31⽇㈯ 16：00〜17：30 公演・シニア劇団Agクルー 無料 不要 - 藤沢周平「江⼾おんな絵姿⼗⼆系」より数編、荒⽴ち稽古的朗読「よみしばい」はいかが？

交流 茶と寺 浅野川地区 廣誓寺 9⽉1⽇㈰ 13：00〜17：00 出店・⼩林屋茶舗 無料 不要 - 加賀棒茶でくつろぎながら茶と仏教について語らい、今を楽しみましょう。

体験 野染め 浅野川地区 聞善寺 8⽉24⽇㈯ 10：00〜11：00 講師・宮⽂⼦ 無料 不要 - ⼤⼈も⼦供も⼀緒に屋外で⼤きな布をハケで染めます。ハンカチ、Tシャツなど染めたいものもお持ちください。

喫茶 四季のお茶 浅野川地区 聞善寺 8⽉24⽇㈯ 13：00〜17：00 出店・茶舎 觀壽（みこと） 500円 不要 - 四季をテーマに選りすぐった、様々な個性を持つお茶を数種類お淹れします。

交流 聞善寺・出展作家と交流しよう 浅野川地区 聞善寺 8⽉24⽇㈯ 14：00〜15：30 講師・⼤橋吉郎・斎藤順正・聞善寺出展作家 無料 不要 - 招待作家の⼤橋吉郎先⽣、斎藤順正先⽣、出展作家による作品の紹介をします。

販売 THE BIG ISSUEバックナンバー販売会 浅野川地区 聞善寺 8⽉25⽇㈰/9⽉1⽇㈰ 14：00〜16：00 販売・⼩坂保⾏ - 不要 - ホームレスの⾃⽴を応援する雑誌「ビッグイシュー」のバックナンバーを販売します。

聞く ⼿づくりプラネタリウム投映会 浅野川地区 聞善寺 9⽉1⽇㈰ 13：00〜16：00 講師・⼯房ヒゲキタ 無料 不要 - ⼿づくりだと思って侮ることなかれ、⼤⼈も⼦供も驚きと感動の体験になること間違いなし。

体験 しまんと新聞ばっぐづくり 浅野川地区 崇禅寺 8⽉24⽇㈯ 13：00〜18：00 講師・しまんと新聞ばっぐインストラクター 1000円（新聞ばっぐとお⼟産付き） 不要 - 新聞とでんぷん糊を使って、環境にやさしいバッグを作ります。

喫茶 TEMPLE BAR?BIG HUG 浅野川地区 崇禅寺 8⽉24⽇㈯/25⽇㈰ 13：00〜17：00 出店・BAR?BIG HUG - 不要 - 四季をテーマにしたノンアルコールカクテルをお楽しみください。

交流 写真座談会 浅野川地区 崇禅寺 8⽉24⽇㈯ 14：00〜16：00 講師・⼤橋吉郎 無料 不要 - ご⾃⾝の写真作品を持参いただき、招待作家の⼤橋吉郎⽒と写真談義しませんか。

体験 フローヨガ×慈悲の瞑想 浅野川地区 崇禅寺 8⽉25⽇㈰ 15：00〜16：30 講師・内村さおり 2000円  要予約 10名 持ち物・ヨガマット（貸し出し可、予約時にお伝えください）、飲み物、タオル。ヨガで呼吸の波に乗り、瞑想で⾝体や⼼の変化を感じましょう。

体験 和菓⼦づくりとお抹茶〜春夏秋冬〜 浅野川地区 崇禅寺 8⽉26⽇㈪ 14：00〜/15：00〜 講師・和菓⼦ 𠮷はし 700円 要予約 各回10名 今年のテーマに沿った？和菓⼦を作り、お抹茶をいただきます。

体験 ⾹炉の灰作務（ならし）とお⾹体験 浅野川地区 崇禅寺 8⽉27⽇㈫/29⽇㈭ 16：00〜17：00 講師・三⾹美晋道（崇禅寺住職） 500円 要予約 定員7名 お寺の⾹炉の灰を綺麗にならして、お⾹を焚いてみます。

喫茶 パティスリー・バー・セーの寺喫茶 浅野川地区 崇禅寺 8⽉31⽇㈯ 13：00〜17：00 出店・パティスリー・バー・セー - 不要 - 簡単な飲み物と⼩橋にあるパティスリー・バー・セーの焼き菓⼦が楽しめます。

聞く 四季と⾳楽と作品 浅野川地区 崇禅寺 8⽉31⽇㈯

15：00〜18：00
春の部15：00〜
夏の部15：45〜
秋の部16：30〜
冬の部17：15〜

⾳楽・堂井裕之（everyday records）   無料 不要 - 春夏秋冬をテーマにレコード⾳楽と作品を楽しみます。

体験 写仏 東⼭地区 観⾳院 -
随時
（受付にてお声かけください）

講師・安念よしこ 1000円 不要 - ⼀本の線に⼼を込め、あなただけの仏様を現しましょう。

喫茶 抹茶スタンド 東⼭地区 観⾳院 8⽉24⽇㈯/25⽇㈰ 13：00〜18：00 出店・鈴⾵舎 - - - 茶筅で点てて作る抹茶ライム、抹茶ラテなどをお楽しみください。

体験 筆⽂字ワークショップ 東⼭地区 観⾳院 8⽉28⽇㈬ 14：00〜16：00 講師・都曲佑蒼⼦ 500円（⼩学⽣以下無料） 不要 - 筆ペンなどを使うので気軽に楽しめます。⾃分らしい1枚と出逢えますよ。

体験 万華鏡の世界 東⼭地区 全性寺 8⽉24⽇㈯ 13：00〜20：00 講師・森川千春（NPO法⼈DGC基礎研究所理事） 1000円 不要 -  不思議な光の偏光板万華鏡や、⽔引を使った和⾵万華鏡を作ります。

体験 マインドフルネス瞑想×ヴィンヤサフローヨガ 東⼭地区 全性寺 8⽉24⽇㈯ 16：00〜17：30 講師・河瀬道克（瞑想）×内村さおり（ヨガ） 2000円 要予約 定員15名 持ち物・ヨガマット（貸し出し可、予約時にお伝えください）、飲み物、タオル。「今ここ」を意識し、「今」を楽しみましょう。

体験 ⽔墨画で妖怪うちわをつくろう 東⼭地区 全性寺 8⽉26⽇㈪
13：00〜/15：30〜
（所要時間2時間程度）

講師・アマヤギ堂 500円（うちわ付き）  要予約
各回8名
（⼩学⽣以上、
保護者同伴可）

持ち物・習字道具（墨汁、⼩筆、⼤筆）。⽔墨画の基本をちょこっと学びつつ好きな妖怪をうちわに描きます。

体験 Swamp Swimmerʼsの写真塾（初級編） 東⼭地区 全性寺 9⽉1⽇㈰ 14：00〜16：00 講師・UTATSUKI  予約不要 1500円   不要 - 基本的なカメラの使い⽅を学んだ後は、みんなでお寺でワイワイ撮影会。

聞く 親⼦で聞けるクラシック演奏会 東⼭地区 浄光寺 8⽉24⽇㈯ 14：00〜15：00 演奏・伊⽥直樹（チェロ）/伊⽥多喜（バイオリン） 無料（おひねり歓迎） 不要 - 伊⽥さん夫妻は地域に根ざした演奏会を数多くされています。お気軽にどうぞ。

聞く 九⾕焼⾚絵・実演＆トーク 東⼭地区 浄光寺 8⽉25⽇㈰ 14：00〜16：00 講師・福島武⼭ 無料 不要 - 森⼭町⼩学校出⾝の⾚絵細描の福島武⼭先⽣が実演を⾏います。この機会にお話してみてください。

体験 ⼿縫いで作るレザークラフト教室 東⼭地区 浄光寺 8⽉28⽇㈬ 13：00〜18：00 講師・et associates 1000円 不要 - ⼿縫いの⾰細⼯の体験です。⾰を切り⼿縫いで縫い合わせます。

体験 コーヒー飲み⽐べ教室〜⼤陸別編〜 東⼭地区 浄光寺 8⽉31⽇㈯ 14：00〜15：30 講師・有延宏之（アリーカフェ） 500円   要予約 定員20名 南⽶、中⽶、アジア、アフリカのコーヒーを⼤陸別に楽しみます。

聞く トークイベント・武⼠の献⽴ 東⼭地区 浄光寺 9⽉1⽇㈰ 15：00〜16：00 講師・⼤友佐俊（料亭・⼤友楼主⼈） 無料 不要 - 映画「武⼠の献⽴」の料理監修者が武家料理や加賀⽂化についてお話くださいます。

体験 ３Dプリント獅⼦頭⾊付け体験 東⼭地区 浄光寺 平⽇限定 13：00〜18：00 講師・芝⼭佳範・浄光寺住職 1000円 不要 - ３Dスキャンした⼤衆免の獅⼦頭に⾊付けをします。

販売 駄菓⼦屋しばちゃん 東⼭地区 浄光寺 8⽉24⽇㈯/25⽇㈰/3113：00〜17：00 - - 不要 - 昔懐かしい駄菓⼦を販売します。

体験 しまんと新聞ばっぐづくり ⼩⽴野地区 ⾼源院 8⽉31⽇㈯ 13：00〜18：00 講師・しまんと新聞ばっぐ⾦沢⽀部インストラクター 1000円（新聞ばっぐとお⼟産付き） 不要 - 新聞とでんぷん糊を使って、環境にやさしいバッグを作ります。

体験 九⾕焼⾚絵おむすび⼩⽫体験 ⼩⽴野地区 ⾼源院 9⽉1⽇㈰
13：00〜17：00
（所要時間約１時間）

講師・増井洋⼦ 1000円 不要 限定20枚 ⾚絵具を塗った⼩⽫に⽵串で絵を削り出し、九⾕焼絵具で彩⾊します。※後⽇、⿅猫⼯房（⾦沢市⾠⺒町7-315-1）にて受け渡し

体験 ⾹袋づくり ⼩⽴野地区 ⾼源院 9⽉1⽇㈰ 13：00〜17：00 講師・⿑藤美知代 800円 不要 - 6つの⾹りから好みの⾹りを調合し、⾃分だけのオリジナル⾹袋を作ります。

交流 茶と寺 ⼩⽴野地区 ⾼源院 9⽉8⽇㈰ 13：00〜17：00 出店・⼩林屋茶舗 無料 不要 - 加賀棒茶でくつろぎながら茶と仏教について語らい、今を楽しみましょう。

交流 ⾼源院・出展作家と交流しよう ⼩⽴野地区 ⾼源院 9⽉7⽇㈯ 16：30〜18：00 講師・中川衛・⾼源院出展作家 無料 不要 - 招待作家の中川衛先⽣、出展作家による作品の紹介をします。

体験 呼吸×声×フローヨガ ⼩⽴野地区 棟岳寺 8⽉31⽇㈯ 16：00〜17：30 講師・⼤⼭⼝瑠美（声のヨガ）×内村さおり（フローヨガ） 2000円 要予約 15名 持ち物・ヨガマット（貸し出し可、予約時にお伝えください）、飲み物、タオル。呼吸の波に乗り、今のあなたの体と声に⽿を澄ませましょう。

聞く 沖縄・三線ライブ ⼩⽴野地区 棟岳寺 9⽉1⽇㈰ 13：00〜14：00 演奏・琉球moon 無料（おひねり歓迎） 不要 - 汗ばむ陽気の中、踊りたくなるような三線の⾳⾊をお楽しみください。

交流 棟岳寺・出展作家と交流しよう ⼩⽴野地区 棟岳寺 9⽉1⽇㈰ 15：00〜16：30 講師・福⽥博・棟岳寺出展作家 無料 不要 - 招待作家の福⽥博先⽣、出展作家による作品の紹介をします。

聞く ⾍を捕まえる菌の世界 ⼩⽴野地区 棟岳寺 9⽉7⽇㈯ 13：00〜20：00 講師・森川千春（NPO法⼈DGC基礎研究所理事） 無料 不要 -  線⾍を捕まえるカビの⽣きた姿を対⾯式顕微鏡で観察、解説します。

体験 筆⽂字ワークショップ 寺町地区 興徳寺 8⽉31⽇㈯ 14：00〜16：00 講師・都曲佑蒼⼦ 500円（⼩学⽣以下無料） 不要 - 筆ペンなどを使うので気軽に楽しめます。⾃分らしい1枚と出逢えますよ。

体験 ラマナ・マハルシのジュニアーナ・ヨーガ 寺町地区 興徳寺 9⽉1⽇㈰ 16：00〜17：30 講師・澤井美惠⼦ 1000円 要予約 15名 持ち物・ヨガマット（貸し出し可、予約時にお伝えください）、飲み物、タオル。⾃分とは誰かをテーマに佐保⽥博⼠が紹介されたヨーガ禅で現代⽇本に⽣きるヨーガを体感。

交流 茶と寺 寺町地区 興徳寺 9⽉7⽇㈯ 13：00〜20：00 出店・⼩林屋茶舗 無料 不要 - 加賀棒茶でくつろぎながら茶と仏教について語らい、今を楽しみましょう。

体験 うでわ念珠づくり 寺町地区 常松寺 8⽉31⽇㈯/9⽉1⽇㈰/ 14：00〜16：00 講師・⼤⽵喜信（⼤⽵仏壇製作所） 2000円 不要 - 好きな⽯を選んでオリジナルのうでわ念珠をつくりませんか。

喫茶 抹茶スタンド 寺町地区 常松寺 8⽉31⽇㈯/9⽉1⽇㈰ 13：00〜18：00 出店・鈴⾵舎 - 不要 - 茶筅で点てて作る抹茶ライム、抹茶ラテなどをお楽しみください。

聞く 川北良造講演会「⽊と⽣きる」 寺町地区 常松寺 9⽉8⽇㈰ 16：00〜17:00 講師・川北良造 - 不要 - 重要無形⽂化財（⼈間国宝）「⽊⼯芸」の保持者、川北良造先⽣による講演。

【全体】

交流 住職と巡るoterartツアー   浅野川地区 崇禅寺 8⽉28⽇㈬ 14：00〜16：00 参加費・無料 住職からお寺や展⽰作品の話を聞きながらゆっくり巡ります。※崇禅寺集合

交流 住職と巡るoterartツアー   東⼭地区 観⾳院 8⽉29⽇㈭ 14：00〜16：01 参加費・無料 住職からお寺や展⽰作品の話を聞きながらゆっくり巡ります。※観⾳院集合

交流 住職と巡るoterartツアー   ⼩⽴野地区 天徳院 9⽉7⽇㈯ 14：00〜16：02 参加費・無料 住職からお寺や展⽰作品の話を聞きながらゆっくり巡ります。※天徳院集合

交流 住職と巡るoterartツアー   寺町地区 常松寺 9⽉6⽇㈮ 14：00〜16：03 参加費・無料 住職からお寺や展⽰作品の話を聞きながらゆっくり巡ります。※常松寺集合

交流 坊主バー 浅野川地区 - 9⽉3⽇㈫
19：00〜22：00
（L.O 21：30）

⼩橋カフェOTABA(オタバ)
（⾦沢市彦三町1-9-31 ☎076-222-7811）

- 毎⽉第⼀⽕曜⽇に開催しているお坊さんと⾷事を楽しみながら気軽に語らえる場です。法話タイムもありますよ。

【物品販売】

販売 物品販売〜サーロス ツギハギワールド 『崇禅寺』 8⽉24⽇㈯、25⽇㈰、 13時〜終⽇ 販売者・加賀勇⼠ - コラージュで表現されたアートグッズの販売を⾏います。

販売 物品販売 『全性寺』 8⽉24⽇㈯、25⽇㈰、 13時〜終⽇ 販売者・アマヤギ堂 - ⾃作の画集、ポストカード、双六、カードゲームなどの物販


