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かほく市は、恵み豊かな日本海に面し、美しい自然にはぐくまれたまち。
海に沈む夕陽を眺めながら過ごす特別なひとときに、幸せを実感する。
ふるさとが生んだ哲学者に人生を学ぶのも、このまちにある特別なこと。
季節や時間によって表情をかえる情景にふれながら、
“ひとやすみ“の贅沢を味わうのもいいかも。

哲学と夕陽のある街へ

石川県西田幾多郎記念哲学館

道の駅高松

「未来へつなぐ魅力あふれるまちづくり」

＜JRをご利用の場合＞
■北陸新幹線 東京駅→ 金沢駅 2時間28分
　※かがやき号乗車の場合
■七尾線　　 金沢駅→宇野気駅 約25分

交通のご案内

＜飛行機をご利用の場合＞
■小松空港より車で約45分
■能登空港より車で約80分

＜車をご利用の場合＞
■北陸自動車道 金沢東ICより約20分
 金沢森本ICより約15分
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哲学者と対峙する、心地いい時間がある。

石川県西田幾多郎記念哲学館

石川県西田幾多郎記念哲学館

西
田
幾
多
郎

安
藤
忠
雄

善は幸福であるということができる。
我々が自己の要求を満たすまたは理想を実現するということは、いつでも幸福である。

西田幾多郎著『善の研究』より

1870年、現在のかほく市に生まれた
日本を代表する哲学者。代表的な出
版物は『善の研究』。西田幾多郎の
哲学は、東洋思想と西洋哲学を融合
させようとしたもので、「西田哲学」と
呼ばれている。哲学館の敷地には思
索の場所である書斎「骨清窟」が移
築・展示されている。

日本を代表する建築家。住吉の長屋
やベネッセハウス、光の教会など、数
多くの名建築を世に送り出す。かほく
市においては、石川県西田幾多郎記
念哲学館とかほく市立金津小学校
の設計を手掛けた。いずれも安藤建
築を象徴するコンクリート打放しの研
ぎ澄まされたデザインとなっている。

Kitaro Nishida Tadao Ando

Ishikawa NISHIDA KITARO
Museum of Philosophy

西田哲学を中心に、哲学を身近に分かり

やすく学ぶ文化施設です。建築家・安藤

忠雄氏が設計した「思索と対話のための

空間」が、心地よく哲学の世界へと誘っ

てくれます。

Ishikawa NISHIDA KITARO
Museum of Philosophy

空の庭

MAP P.9_D-4

哲学へのいざない 西田幾多郎の世界

TEL.076-283-6600
【住所】内日角井1　【営業時間】9：00～21：00
【休館日】月曜（祝日の場合はその翌日）、年末年始
【入館料】一般300円、団体（20人以上）250円、
　　　　高齢者（65歳以上）200円、
　　　　高校生以下障害者手帳をお持ちの方無料

瞑想の空間「ホワイエ」

西田幾多郎の書

外観

回廊

展望ラウンジ



MAP P.10_E-2

65

ときには、美しい夕陽に癒やされるのもいい。

道の駅高松

道
の
駅
高
松

海
に
沈
む
夕
陽

花が花の本性を現じたる時最も美なるが如く、
人間が人間の本性を現じた時は美の頂上に達するのである。善は即ち美である。

西田幾多郎著『善の研究』より

金沢市から奥能登までを結ぶのと里
山海道のサービスエリアも兼ねる道の
駅。足湯、ドッグラン、特産品売場など
充実した施設を有し、ゆっくりと寛ぐこ
とができる。かほくのさつまいも「かほっ
くり」など、かほくの特産品を使ったオリ
ジナルメニューやお菓子、地元野菜が
並ぶ売店も魅力。

美しい日本海に沈む夕陽は、かほく市へ
訪れたなら一度は目にしたい感動の風
景。中でも道の駅高松は夕陽を愉しむ
には最高のロケーション。砂浜、芝生、
足湯、窓際の席など、お気に入りの場
所で夕陽と過ごすことができる。運が良
ければ、だるま夕陽、グリーンフラッシュ
などの特別な夕陽と出会えることも。

Michinoeki Takamatsu Sunset

Michinoeki Takamatsu
Sunset

サンセットデッキ（里海館）

産直販売コーナー（里山館）

ドッグラン（里海館）

クロワッサン（里山館）

足湯

オリジナルスイーツ

里海館外観

能登と金沢を行き交う道路の中間地点

にある道の駅高松。ここは日本海の美し

い夕陽を眺められる絶好のスポット。

ここだけのオリジナルメニューとともに、

特別な時間を過ごしてみては。

Michinoeki Takamatsu
Sunset

道の駅高松
TEL.076-281-2221
【住所】二ツ屋16-3（のと里山海道・高松SA内）※無休
【営業時間】7：00～20：00（11月～3月は8：00～19：00）



【海と渚の博物館】 【かほく市七塚中央公園】

【うみっこらんど七塚キャンプ場】

遊び

のと里山海道白尾ICすぐ近くにあるキャンプ場。初心者でも気軽に楽しめる。

日本海のすぐそばにあり、昔の漁師たちの生活道具や漁具類に触れ体験学
習することができる施設。バーベキュー場、キャンプ場も併設。

日本海を望む高台にある敷地面積5.6haの都市公園。「海底都市」をイ
メージした大型遊具や県内最長83mのローラーすべり台が人気。
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ライトアップ歴史

【旧白尾灯台】
日本海を航海する船舶・漁船の保全と海難救助のために建てられた灯台。海岸線沿
いを見下ろしながら建ち、周辺は公園として整備されています。日本海に沈む夕陽が
見られる絶景ポイント。

【賀茂神社】
かつては平城天皇の勅願所となり皇室の崇敬を受けた由緒ある神社。
境内は今も高貴な空気感を漂わせている。

【旧能登街道町並み】
能登街道は北陸街道の津幡宿で分岐して宇出津
に至る街道。宿場町として栄え、今もなお往時の雰
囲気が感じられる。

【青首だいこん】
光沢がありきめ細かいのが特徴。出荷時期は、9月下旬
から10月下旬。

【シロギス】
砂地の海底で生育しているので、色も綺麗で美味。
釣期は、5月から11月。

【すいか】
歯ざわりの良さと糖度の高さが評判。
出荷時期は、6月下旬から7月下旬。

特産品

甘みが強くホクホクした食感が特徴のサツマイモ。「かほ
く」生まれで、「ホクホク」した食感があることからこの名
が付けられた。出荷時期は、10月下旬から2月。

【かほっくり】

シャキシャキとした食感が特徴。出荷時期は、11月中
旬から1月下旬。

【砂丘長いも】

大玉で上品な味わいのさわし柿。色つやがよく、肉質は
滑らか。出荷時期は、10月下旬から11月下旬。

【紋平柿】

点灯時間は日没-21時半。日本を代表する建築家安藤氏の設計によるミュージアムや階段庭園、
思索の道に、それぞれ美しく施されたライティングデザインが夕やみから淡々しく浮かび上がる。

葡萄栽培の歴史は約100年にもおよび、デラウエ
アや巨峰は、甘くて美味しい「高松ぶどう」として人
気。出荷時期は、6月下旬～8月。

【高松ぶどう】

【ゴム入り織物／刺繍レース】
かほく市はゴム入り織物の全国でも有数の産地。
スポーツ・健康用品、インナー、アウター、産業資材
など様々な分野で使用されている。洋服やイン
ナー、カーテンに使用される刺繍レースも盛ん。

その他のスポットと
特産品
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【石川県西田幾多郎記念哲学館哲学の杜ライトアップ】
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道の駅高松道の駅高松

宇ノ気水辺公園宇ノ気水辺公園

モアイ農園モアイ農園

金沢カントリー倶楽部金沢カントリー倶楽部

かほく市高松運動公園かほく市高松運動公園

北陸グリーンヒルゴルフクラブ北陸グリーンヒルゴルフクラブ

河北台中学校河北台中学校

かほく市立
中央図書館
かほく市立
中央図書館

かほく市うのけ総合公園かほく市うのけ総合公園

かほく市役所かほく市役所

宇ノ気中学校宇ノ気中学校

宇ノ気小学校宇ノ気小学校

石川県立看護大石川県立看護大

大海小学校大海小学校

高松小学校高松小学校

高松中学校高松中学校

高松グラウンド・
ゴルフ場
高松グラウンド・
ゴルフ場

高松北部海水浴場高松北部海水浴場

高松中町通り

高地谷林道さくらの道高地谷林道さくらの道

の
と
里
山
海
道

北陸新幹線

七
尾
線
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小松空港より
車で
約45分

金沢東ICより
車で
約20分

能登空港より
車で
約80分

N

道の駅高松道の駅高松

TEL.076-281-2221　二ツ屋フ16-3TEL.076-281-2221　二ツ屋フ16-3

旧能登街道沿いの桜並木。4月に
は「桜まつり」が開催される。

八重桜ほか約1000本の桜が植え
られていて、日本海を一望しながら、
桜のトンネルを通ることができる。

喜多家のしだれ桜喜多家のしだれ桜

河北潟河北潟

樹齢100年を超え、高さ
13m、幹回り1.6m、枝張り
11mを誇るしだれ桜。毎年
4月上旬～中旬が見ごろ
で、ライトアップもされる。

樹齢100年を超え、高さ
13m、幹回り1.6m、枝張り
11mを誇るしだれ桜。毎年
4月上旬～中旬が見ごろ
で、ライトアップもされる。

うみっこらんど七塚／海と渚の博物館
白尾海水浴場に隣接する自然体感施設で、
オートキャンプ場を併設。昭和初期から30年代
の能登の漁村を再現した海と渚の博物館は、
5,000点を超える収蔵品を有する。

上山田貝塚上山田貝塚
北陸地方を代表する
縄文時代の遺跡。
北陸地方を代表する
縄文時代の遺跡。

のと里山海道の高松ICと米出ICの
中間にあり、上りを里山館、下りを里
海館とする道の駅。夕陽が一望でき
ることでも人気を集めている。

人工芝のプレイコート、ランニング
コース、工芸室、相撲場などを備え
た全天候型のスポーツセンター。

人工芝のプレイコート、ランニング
コース、工芸室、相撲場などを備え
た全天候型のスポーツセンター。

鬼ヶ山公園と旧白尾灯台
神社の鳥居越しに日本海の絶景が広がる灯台。

季節ごとの花や景観を楽しめ
る河北潟。晩秋から初冬にか
けてガンやカモ、チドリなどの
渡り鳥が飛来するバードウォッ
チングのメッカ。

季節ごとの花や景観を楽しめ
る河北潟。晩秋から初冬にか
けてガンやカモ、チドリなどの
渡り鳥が飛来するバードウォッ
チングのメッカ。

石川県西田幾多郎記念哲学館
西田幾多郎博士の業績やゆかりの品を紹介し
ながら、哲学を身近に分かりやすく解説する文
化施設。日没～21時半ライトアップ実施。

アクロス高松アクロス高松
石川県

金沢市

能登空港

七尾市

輪島市

かほく市

富山県
北
陸

新幹
線

小松空港

福井県

金沢駅金沢駅
金沢東I.C

富山駅

黒部宇奈月
温泉駅

北
陸
自
動
車
道

かほく市とその周辺MAP

石川県のほぼ中央に位置し、
能登半島の玄関口と
なっています。
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金沢から約20分とアクセス抜群で立ち寄りやすい、かほく市。
かほく市だから楽しめる“ひとやすみ”の贅沢を、
目で、耳で、心で、ぜひともご体験ください。

TEL.076-281-8000　内高松ニ12TEL.076-281-8000　内高松ニ12

TEL.076-283-8880　白尾ム1-3TEL.076-283-8880　白尾ム1-3

TEL.076-283-6600　内日角井１TEL.076-283-6600　内日角井１

賀茂神社賀茂神社
中世において上賀茂神社の荘園
とされた歴史を持つ神社。
中世において上賀茂神社の荘園
とされた歴史を持つ神社。

TEL.076-285-0365　横山リ119-1TEL.076-285-0365　横山リ119-1

ビジネスホテル河北亭ビジネスホテル河北亭
TEL.076-281-0013　高松ナ13
【部屋数】和室5 シングル6

かほくホテルなごみ亭かほくホテルなごみ亭
TEL.076-283-5550　宇野気リ207-6
【部屋数】和室5 シングル6 ツイン7

民宿きくのや民宿きくのや
TEL.076-283-1678　外日角1-4
【部屋数】和室10 大部屋2

民宿やまじゅう民宿やまじゅう
TEL.076-283-3455　浜北ハ20-1 
【部屋数】和室19

宿泊情報宿泊情報

七塚中央公園
日本海を望む長さ83メートルの大型すべり台を
はじめ、遊具もたくさん揃った大人気の公園。

TEL.076-285-2191　遠塚ニ17-1TEL.076-285-2191　遠塚ニ17-1


	H1_H4_2
	1_2_3
	3_4
	5_6
	7_8
	9_10

