
奥能登国際芸術祭2 017   特別ツアー

酒に祭にアートに
よばれツアー

10.8sun 9mon2017

●ツアー費
48,000円

●集合時間・場所
10月8日[日] 10時10分
のと里山空港
※芸術祭鑑賞パスポート付き 
※添乗員が同行します
※宿泊は他の参加者と相部屋になる場合が
ございますので予めご了承ください。
※最少催行人数12名

10:10

10:45

11:40

13:00

「のと里山空港」集合→バス移動
「奥能登塩田村」見学
作品めぐり（大谷地区）
レストラン浜中でランチ

14:15 作品めぐり（正院地区）

16:30

18:00

19:30 奥能登ディープスナックへ

地元の食材を存分に使った料理を「大慶」「宗玄」など、
好きなお酒をお供にご堪能ください。

若山キリコ体験
宿チェックイン（山中荘）

「珠洲  まつり御膳」を食べながら、
祭の話や酒屋唄実演を楽しみましょう。

途中「櫻田酒造」のお店に立ち寄ります。

8:00

9:00

9:40

11:15

12:40

朝食（山中荘）
「道の駅すずなり」でお土産探し
作品めぐり（飯田地区）
作品めぐり（宝立地区）
「宗玄酒造」隧道蔵のそばにてランチ

13:00 「宗玄酒造」見学
宗玄蔵元と島田律子さんによるトークイベント

一日目

二日目

●貸切バス料金
● 1日目昼食
●宿泊（1泊２食付）
●２日目昼食（弁当）
●芸術祭作品鑑賞パスポート
●添乗費
●保険料

ツアー費に含まれるもの

一泊二日

日本酒スタイリスト島田律子さんと巡る

日本酒関連の講演・イベントの司会
や出演など年間5 0本以上をこなす。
T Vや雑誌などのメディア出演・コラ
ムの執筆も多く、イベント、飲食店、
百貨店、酒器のプロデュースやコー
ディネートなど、日本酒の魅力を伝
える活動は国内外を問わず多岐に
わたる。近年、女性ならではの視点
から、日本酒の美容・健康効果に着
目。日本酒の美肌・美白・アンチエ
イジング効果を取り入れたライフス
タイルを提案し、自らもその生活を
実践する。2 0 1 6年にはS M I L E  

B R E W  C O M PA N Yを立ち上げ、「日
本の美を日本酒で」をテーマに『オ
トナの日本酒 TA S H I N A M I塾』を主
催する。 

タレント・日本酒スタイリスト
（日本酒造組合中央会認証）

島田  律子

「まつり弁当」に宗玄の試飲が付きます。

16:00 「のと里山空港」着
※ツアー内容は状況により変更になる場合
がございます。

ナビゲーター



ツアーの見所紹介

日本で唯一、珠洲の仁江海岸で受け継がれて
きた「揚げ浜式」による塩づくりの歴史が学べ
る、塩の総合資料館「揚浜館」と、実際に塩づ
くりが体験できる体験塩田があります。
お土産品として塩の他に、珠洲焼や珪藻土
コンロ等の珠洲の特産品も購入できます。

珠洲おみやげと言えば「道の駅すずなり」！
珠洲産にこだわった800種類以上の地元商品
のほか、芸術祭の公式グッズや、芸術祭を機
にリデザインされた珠洲の名産をお買い求め
頂けます。

飯田地区はローカルフードが食べれるお店も
多いので、食べ歩きもオススメです！石川県の
ブランド牛「能登牛」を手軽に楽しめる、福田
家精肉店の「ポテトコロッケ」や、いも菓子本
舗  多間本家の「ダマパン」などが楽しめます。

10:45 
「奥能登塩田村」見学

1日目 2日目

11:40 
大谷地区 作品巡り

「珠洲  まつり御膳」をいただきます。昔ながら
の秋祭りの郷土料理にある酢の物や煮しめ（
煮物）昆布巻き、刺身をメインに昔懐かしい料
理が並びます。祭の話、酒屋唄実演を楽しみ
ましょう。 

酒屋唄（能登杜氏の酒造り唄：珠洲ちょんがり
保存会） h t tps : //goo.g l /yA9NtC

13:00 
レストラン浜中でランチ

作品巡りの途中に「櫻田酒造」のお店に立ち
寄ります。
櫻田酒造はご家族4人で営む、能登半島の先
端の小さな酒蔵です。珠洲の人々に愛され続
けている「初桜」や「大慶」など、美味しいお酒
を是非ご賞味ください！

14:15 
正院地区 作品巡り

珠洲では、五穀豊穣を祈る様々な祭礼神事が
行われています。芸術祭の会期中は、連日市
内で秋祭りが行われており、アート鑑賞のあ
とに祭りを楽しめます。
今回のツアーでは、若山地区の「出田（すった）
の秋祭り」でキリコを見学します。

16:30 
若山地区 出田の秋祭りで
キリコ体験

地元の食材を存分に使った料理を「大慶」「宗
玄」など、好きなお酒をお供にご堪能ください。

18:30 
宿にチェックイン（山中荘）

宿にて一息ついたあとは、奥能登のディープ
スナックへ。
何が起こるかは行ってからのお楽しみ！？

19:30 
奥能登ディープスナックへ

1｜塩田千春「時を運ぶ船」

1 8｜ひびのこづえ「スズズカ」

＊写真は夕食例

2｜村尾かずこ「サザエハウス」

9:00 
「道の駅すずなり」で
お土産探しと作品鑑賞

9:40 
飯田地区  作品巡り

11:15 
宝立地区  作品巡り

「隧道蔵（ずいどうぐら）」は、平成 1 7年 3月に
廃線となったのと鉄道能登線にある宗玄トン
ネルをエコな清酒貯蔵庫です。トンネル内は、
一年を通して一定の温度と湿度でお酒を貯蔵
しています。 ※ランチは「まつり弁当」に宗玄
の試飲が付きます。

12:40 
「宗玄酒造」隧道蔵のそば
にてランチ

宗玄酒造は約250年前に創業された歴史ある、
石川県を代表する酒蔵で、日本四大杜氏に数
えられる能登杜氏発祥の蔵と言われています。
宗玄の杜氏・坂口幸夫は１５歳で酒造りの道
に進み、この道４０年を数える名人です。
今回のツアーでは、宗玄蔵元と島田律子さん
によるトークイベントも予定しています。

13:00 
「宗玄酒造」見学

2 6｜力五山「潮流  -  ガチャポン交換器  -」

2 1｜ギムホンソック「善でも悪でもないキオスク」

3 2｜アデル・アブデスメッド「ま-も-なく」

2 5｜南条嘉毅「シアターシュメール」

. 2 7｜河口  龍夫「小さい忘れもの美術館」

2 3｜鴻池朋子「物語るテーブルランナー・珠洲編」

2 2｜金沢美術工芸大学アートプロジェクトチーム [スズプロ ]「静かな海流をめぐって」

2 4｜吉野央子「J U E N  光陰」

3 1｜石川直樹「混浴宇宙宝湯」



参加申込書

NPO法人能登すずなり（珠洲市観光協会）
〒927-1213  石川県珠洲市野々江町シの部15番地
TEL 0768-82-4688   FAX 0768-82-6360
E-mail info@notohantou.jp
受付時間  9:00～17:00

ツアーに関するお問合せ・お申込みはこちら

石川県知事登録旅行業第3-260号   国内旅行業務取扱責任者：宮下京子

芸術祭に関するお問合せ

奥能登国際芸術祭実行委員会事務局  
〒927-1214 
石川県珠洲市飯田町  13-120-1
TEL 0768-82-7720 
FAX 0768-82-7727
E-mai l  info@oku-noto. jp
WEB http://oku-noto. jp

電話・FA X・E - mailにて受付

お申込の際はこちらの申込書をご記入いただき、郵送・E-mail・FAXにてNPO法人能登すずなりまで
ご返送ください。後日詳細の書類をお送りいたします。
（申し訳ございませんが、郵送にかかる費用等はお客様のご負担にてお願いいたします。）

フリガナ 生年月日

お名前

〒　　　　  ー　　　

電話番号（携帯）：

西暦　　　年　月　日生  （　  歳）

同行者がいらっしゃる場合、下記にご記入ください。

住所

緊急連絡先

お名前：　　　　　　　　　　（続柄：　　　　）　電話番号：

フリガナ 生年月日

お名前

〒　　　　  ‒　　　
電話番号（自宅）：
電話番号（携帯）：

西暦　　　年　月　日生  （　  歳）

住所

フリガナ 生年月日

お名前

〒　　　　  ‒　
電話番号（自宅）：
電話番号（携帯）：

西暦　　　年　月　日生  （　  歳）

住所

フリガナ 生年月日

お名前

〒　　　　  ‒
電話番号（自宅）：
電話番号（携帯）：

西暦　　　年　月　日生  （　  歳）

住所

申込締切：9月18日[月]  （定員20名）


