
●●第30回能登麦屋節全国大会第30回能登麦屋節全国大会
　　　　文化会館大ホール文化会館大ホール
　　　　9:00～16:309:00～16:30
　　　　市内外から約100名が参加。予選市内外から約100名が参加。予選
　　本選を実施。富山県立南砺平　　本選を実施。富山県立南砺平
　　高校の郷土芸能部が特別出演。　　高校の郷土芸能部が特別出演。

●第30回能登麦屋節全国大会
　　文化会館大ホール
　　9:00～16:30
　　市内外から約100名が参加。予選
　　本選を実施。富山県立南砺平
　　高校の郷土芸能部が特別出演。

●飲食・特産品販売
　　文化会館 正面玄関前・外
　　9:00～16:30
　　市内外からの出店者による
　　飲食・物販ブースを設置。

●にっぽん丸寄港
　　マリンタウン岸壁　10:30～
　　歓迎セレモニー（10:30～11:00）

●輪島市民まつりオープニング
　　マリンタウン特設ステージ
　　8:45～8:50
　　輪島市民まつり振興会会長らによる
　　開会挨拶。

●倭の島子ども
　ステージ
　　マリンタウン特設ステージ
　　9:00～11:00
　　輪島地区９保育所・幼稚園の
　　子どもたちによるお遊戯。

●船舶等寄港
　　マリンタウン岸壁　10:00～16:00
　　海上保安庁・国土交通省所有の船舶等の
　　体験航海と船内見学（予定）
　　体験航海　受付開始 9:00～
　　船内見学　10:00～12:00、13:15～14:30

●緊急・特殊車輌展示
　　マリンタウン岸壁駐車場　10:00～15:00
　　警察、消防等の車輌展示とＰＲ。

●航空自衛隊に
　よるフライバイ
　　マリンタウン上空
　　12:00～12:20（戦闘機）
　　12:45～13:00（ヘリコプター）

●航空自衛隊車輌展示
　　キリコ会館横駐車場
　　　　　　　　10:00～15:00
　　体験乗車（240名限定、整理券配布）
　　野外炊飯
　　（隊員うどん、お子様優先、数量限定）

●能登ふるさと博能登ふるさと博
　オープニング　オープニング
　　　　マリンタウン特設ステージマリンタウン特設ステージ
　　　　11:00～11:5011:00～11:50
　　　　オープニングセレモニーオープニングセレモニー(式典)(式典)　11:00～11:3011:00～11:30
　　　　ステージイベントステージイベント(篠井英介篠井英介さんさん出演出演)　11:30～11:5011:30～11:50

●能登ふるさと博
　オープニング
　　マリンタウン特設ステージ
　　11:00～11:50
　　オープニングセレモニー(式典)　11:00～11:30
　　ステージイベント(篠井英介さん出演)　11:30～11:50

●輪島オートモビル
　ミーティングパレード
　　マリンタウン～市街地～マリンタウン
　　14:00～14:20
　　輪島オートモビルミーティング参加者に
　　よるパレードコースの走行。

●輪島オートモビル
　ミーティング
　　キリコ会館横駐車場　12:00～16:00
　　日本全国のクラシックカーや
　　スポーツカー、オートバイの展示等。

●輪島オートモビル
　ミーティング
　　のと里山空港　10:00～13:00
　　日本全国のクラシックカーや
　　スポーツカー、オートバイの展示等。

●第21回夕やけ笑劇場
　桂文珍独演会
　　まんだら村　17:00～19:30
　　桂文珍氏による独演会を開催。
　　今年で21回目。

●子ども笹ギリコ行列
　　三角州～マリンタウン
　　19:00～20:05
　　河井側と鳳至側に分かれて、町内
　　ごとに創作山車や笹ギリコ、提灯
　　のパレード。

●夜の部
　ステージイベント
　　マリンタウン特設ステージ
　　19:00～19:50
　　筑前琵琶八洲流旭如会、Non
　　Policyによるステージイベント。

●夜の部・開会の挨拶
　　マリンタウン特設ステージ
　　20:05～20:20
　　輪島市民まつり振興会会長らに
　　よる花火大会前の挨拶。

●御陣乗太鼓実演御陣乗太鼓実演
　　　　マリンタウン特設ステージマリンタウン特設ステージ
　　　　20:20～20:4020:20～20:40
　　　　石川県指定無形文化財で石川県指定無形文化財で
　　ある御陣乗太鼓の実演。　　ある御陣乗太鼓の実演。

●御陣乗太鼓実演
　　マリンタウン特設ステージ
　　20:20～20:40
　　石川県指定無形文化財で
　　ある御陣乗太鼓の実演。

●輪島市民大花火大会輪島市民大花火大会
　　　　マリンタウン　マリンタウン　20:40～21:0020:40～21:00
　　　　20分間で20分間で
　　　　20,000発以上の打ち上げ花火。20,000発以上の打ち上げ花火。

●輪島市民大花火大会
　　マリンタウン　20:40～21:00
　　20分間で
　　20,000発以上の打ち上げ花火。

●總持寺会場食まつり
　　堀端交流広場　9:00～15:00
　　市内外からの出店者による飲食・物販
　　ブースを設置。

●禅の里パレード
　　總持寺通り～門前総合支所前
　　10:00～10:45
　　門前地区小・中学校と保育所等の
　　パレード。

●奥能登の食まつり
　　マリンタウン大型テント
　　9:00～22:00
　　奥能登2市2町からの出店、能登ふるさと博
　　特設コーナーによる飲食・物販ブースの設置。

●マーチング
　ドリル演奏
　　マリンタウン
　　13:00～14:00
　　和光幼稚園、河井・鳳至
　　小学校によるドリル演奏。
　　

●永井豪記念館永井豪記念館
　９周年イベント９周年イベント
　　　　マリンタウン特設ステージマリンタウン特設ステージ
　　　　12:20～12:4012:20～12:40
　　　　マジンガーＺ、デビルマンマジンガーＺ、デビルマンなどで知られる漫画家などで知られる漫画家
　　　　永井豪先生が故郷輪島市に帰ってきます。永井豪先生が故郷輪島市に帰ってきます。

●永井豪記念館
　９周年イベント
　　マリンタウン特設ステージ
　　12:20～12:40
　　マジンガーＺ、デビルマンなどで知られる漫画家
　　永井豪先生が故郷輪島市に帰ってきます。

●倭の島交流大パレード
　　マリンタウン～市街地～ふらっと訪夢
　　14:10～16:00
　　小中高生、各種団体、外部団体、能登各
　　市町のゆるキャラによる市中パレード。

●昼の部
　ステージイベント
　　マリンタウン特設ステージ
　　15:30～17:30
　　輪島市民合唱団、輪島高洲太
　　鼓等によるステージイベント。

●にっぽん丸出港
　　マリンタウン岸壁
　　21:30～
　　ペンライトでのお見送り
　　イベント。

●門前地区小中学校
　鼓笛演奏
　　門前総合支所前　10:45～11:10
　　門前地区小・中学校のドリル演奏。

●禅の里交流ステージ
　　堀端交流広場　11:10～13:00
　　市内外の各種団体によるステージ
　　イベントを実施。

●輪島市民まつり
　演奏会
　　文化会館大ホール　18:00～20:30
　　市内の中学校・高校・一般による演奏会。

●獅子舞オールスターズ
　　堀端交流広場　13:00～15:00
　　禅の里交流ステージにて獅子舞
　　オールスターズによる獅子舞演舞。

町野→マリンタウン
19 : 00　町　野　小
19 : 10　曽 々 木 口
19 : 20　南志見郵便局
19 : 28　大　谷　内
19 : 35　寝　　　豚
19 : 40　マリンタウン

三井→マリンタウン
19 : 00　洲　　　衛
19 : 10　市　ノ　坂
19 : 15　三 井 駅 前
19 : 20　市　ノ　瀬 
19 : 25　杉　　　平
19 : 30　マリンタウン

空熊→マリンタウン
19 : 00　空　　　熊
19 : 05　滝 又 小 前
19 : 20　縄　　　又
19 : 25　黒　　　川
19 : 30　稲　　　屋
19 : 35　美 術 館 前 
19 : 40　マリンタウン

剱地→マリンタウン
18 : 40　剱　　　地
18 : 52　黒　　　島
18 : 56　道　　　下
19 : 00　總 持 寺 前
19 : 08　本　　　市
19 : 12　浦　　　上 
19 : 40　マリンタウン

西保→マリンタウン
19 : 00　雑　　　座
19 : 07　上　大　沢
19 : 12　大　　　沢
19 : 23　下　　　山
19 : 30　鵜　　　入
19 : 33　光　　　浦 
19 : 40　マリンタウン

桂文珍独演会会場
　　→マリンタウン
※途中、門前・大沢
　地区のバス停には
　止まりません
 19 : 00　独演会会場
 19 : 40　マリンタウン
 20 : 00　ふらっと訪夢

花火大会無料花火大会無料シャトルバス運行のご案内シャトルバス運行のご案内花火大会無料シャトルバス運行のご案内

●ひろえば街が
　好きになる運動
　　マリンタウン会場内　9:00～16:00
　　日本たばこ産業㈱協力による
　　マリンタウン美化運動。

町野、三井、西保、大屋、門前、各方面及び桂文珍独演会会場からマリンタウン
への無料シャトルバスを運行いたします。気軽にご利用ください。

※バス停及び時刻はあくまでも目安として表示したものであり、実際には各バス停に停車します。なお、運行状況により多少時間の変更がありますのでご了承願います。

※天候などの事情によりイベント内容が変更もしくは中止となることもありますので、あらかじめご了承ください。
※会場、交通規制についてはホームページまたはFacebookをご確認ください。　http://wajimacci.or.jp/fes/
【　お問合せ先　輪島市民まつり振興会　事務局　TEL 0768－22－7777（マリンタウン会場）、TEL 0768－42－1111（總持寺会場）】
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6/2土～6/3日
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6/2土～6/3日
9：00～17：00（3日のみ16：30閉館）

6/2土～6/3日
9：00～17：00

6/2土～6/3日
9：00～17：00

6/2土～6/3日
9：00～17：00

上町通り千舟蔵

輪島塗会館

禅の里交流館

輪島漆芸美術館

輪島漆芸美術館

鳳至公民館

千舟蔵蒔絵展示会

5/31木～6/4月
9：00～17：00 輪島市文化会館第52回輪島市美術展

輪島市文化会館
2階和室

第33回輪島市いけばな協会展

ふれあい健康
センター３階和室

キリコ会館横
展示室マリンタウン沈金市

盆　　栽　　展

災害救援チャリティ茶会（お一人様　500円）

輪島塗会館資料展示室

6/2土
19：00～21：30花火観覧無料開放

輪島市櫛比の庄・禅の里交流館

石川県輪島漆芸美術館
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