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※未就学児入場不可の公演がございますので、事前にお問い合わせ下さい。　※主催者側の都合により掲載されていない催しもございます。

チケットのお求めは/ 音楽堂チケットボックス (076)232-8632

音楽堂主催公演のうちマーク付のものは託児ルーム(有料)があります。公演日の３日前(土･休日をのぞく)の午後５時までにお申し込み下さい。TEL076-232-8111
▲

■ＪＲ/金沢駅兼六園口徒歩１分　■北鉄バス/金沢駅下車

〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1 

１２月の休館日…５日（月）

金沢港口

兼六園口

クリスマスチャリティコンサート7水 ■交流ホール \2000(当日\500up)

(株)ゴールドグループ キムギス 076-252-3305問

ＰＦＵクリスマス・チャリティーコンサート

■コンサートホール 要入場整理券(要申込.11/4締切)
ＰＦＵクリスマス･チャリティコンサートB 係
 076-283-8570(月～金 9:00-17:00)

問

19:00

おやゆびプリンセス4周年ライブ4日

3

■交流ホール 1部\1000 2部\2500

一般社団法人 石川県オタク文化推進委員会
oyapuri.sc@gmail.com

問

1部

12:30
2部

16:30

ランチタイムコンサート

▲

▲

14:00

◆ロッシーニ：「ウィリアム・テル」序曲　他
●指揮：ギュンター・ピヒラー／ピアノ：菊池 洋子

木15 19:00

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

17土

エッセンス・オブ・モーツァルト vol.2

第384回定期公演
マイスター・シリーズ3土

■コンサートホール 全席指定  ※25歳以下当日券50％オフ

　SS\5000 S\4000 A\3500 B\2500 ｽﾀｰﾗｲﾄ(3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ)\1000

▲

◆モーツァルト：「フィガロの結婚」序曲　他

●案 内 役：池辺 晋一郎／指    揮：田中 祐子
　ソプラノ：栗林 瑛利子／バリトン：駒田 敏章　

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

池辺晋一郎が選ぶクラシック・ベスト１００ 〈第1回〉

青島先生のクリスマス気分で♪

ファンタスティック
オーケストラコンサート vol.2

■コンサートホール 全席指定
　                 SS\6000 S\5000 A\4000 B\3000

12:15

◆歌劇「椿姫」より　乾杯の歌　　他

●お話・ピアノ・オルガン：青島 広志
  ソプラノ：東 園／テノール：小野 勉
　オルガン：黒瀬 恵

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問
■コンサートホール 全席自由 \500

▲

▲

～クリスマス・メサイア公演～

◆ヘンデル：オラトリオ「メサイア」より(抜粋)

●指　 揮：天沼 裕子
　ソプラノ：朝倉 あづさ／アルト：デーキョン・キム
　テノール：オリヴァー・クリンゲル／バリトン：高橋 洋介
　合　　唱：北陸聖歌合唱団、ＯＥＫエンジェルコーラス
　管 弦 楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

■コンサートホール 全席自由
  一般\3500 学生(高校生以下)\1500(各当日\500up)

メサイア〈抜粋〉

1木

9金

14水

16金

14:00
■邦楽ホール和室 個人\1000 団体\800(15名以上)

芸妓の技能向上実行委員会(石川県文化振興課内）
076-225-1372

問

金沢芸妓の舞

15:0010土

um3395k@gmail.com(梅津)問

■交流ホール \500(当日\100up)

17:00 金沢大学 Modern Jazz Society 第41回定期演奏会

18日
東田ピアノ教室 076-257-7394問■交流ホール 入場無料

13:15

14:00

20火
14:00

第23回東田ピアノ教室発表会
～ビフォア・クリスマス～

24土 070-5148-3672(東 まゆみ)問■交流ホール 入場無料
13:00

9:00

東・宮下音楽教室クリスマスコンサート

076-298-3520(額中学校 竹内寬)問

金沢大学ピアノの会 piano_kanazawa@yahoo.co.jp問

■コンサートホール 入場無料
第51回石川県アンサンブルコンテスト金沢支部大会25日

10:00

日本バッハコンクールin KANAZAWA 実行委員会
076-221-1544(とまつ)

問

■交流ホール
第7回日本バッハコンクールin KANAZAWA27火

13:00 西村雅彦プロデュース

音楽とお芝居の舞台

23 金・祝

ピティナ金沢ステーション 076-286-1561(山崎)問
■交流ホール

10:00
～20:30

～19:30

～18:00

(予定)

(予定)

(予定)

13:00

(株)人材情報センター jjc@jjc-net.co.jp問

北國新聞社事業局 076-260-3581問

■交流ホール 入場無料
ほくりく大企業博(業界研究･仕事研究イベント)28水

土

ピティナ・ピアノステップ金沢12月地区18:00 (金沢大学琴尺八部)邦楽演奏会
■邦楽ホール 入場無料 kindai.kotoshaku@gmail.com問

13:30 日韓伝統音楽のしらべ
■交流ホール \1000 info@m-tsuriya.com(釣谷)問

音文協年末公演
第54回荘厳ミサ曲 Ave verum corpus
■コンサートホール 全席自由 \2500

石川県音楽文化協会 076-280-4311問

ピアノおんがくかい～クリスマスバージョン～
■交流ホール 入場無料

新保恵子ピアノ教室 090-1315-2295問

13:00

桂 南光 独演会
■邦楽ホール 一階席(指定)\3500 二階席(自由)\2000

米朝事務所 06-6365-8281(平日10:00-18:00)問

14:00

15:00

11日

ザ・グレン・ミラーオーケストラ
ジャパンツアー 金沢公演
■コンサートホール S\7000 A\6000 B\5000

北國新聞社 事業局 076-260-3581問

19:0012月

第55回ロビーコンサート
｢クラシカル・バンドネオンの響き｣ 生水 敬一朗
■交流ホール 入場無料 090-4685-8102(能登)問

14:0014水

14:00

ＯＥＫおしゃべりクラシック vol.3
クリスマス・パーカッション！

小学生のための音楽会
らんどせるシリーズ♪　

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

◆バーンスタイン(菅原淳編)：ウエストサイドストーリー 他
■交流ホール 全席自由 \500

●打楽器：渡邉 昭夫(ＯＥＫ)､望月 岳彦､平松 智子
　　　　　田嶋 翠､竹宮 純子､神谷 紘実

■コンサートホール 全席指定 プレミアム\5000
　S\4500 A\2500 B\1500

■邦楽ホール 参加費 \2000(要応募)

14:00

土12:30～

鼓 童 鼓童創立３ ５周年記念
ワン・アース・ツアー「螺旋」

●演出：坂東 玉三郎

●管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

●講師：鼓童メンバー

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

（12日満席 ※11/1現在）

※OEK定期会員､邦友会はS.A席\1000引

※プレミアム席は1階前方､ワンドリンク付(音楽堂のみの取扱）

鼓童 和太鼓ワークショップ

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

●出演：一般の人たち、子どもたち、西村 雅彦
　演奏：オーケストラ・アンサンブル金沢メンバー
■邦楽ホール 全席自由 \1000

25日

26月

18:00

14:00

金沢大学ピアノの会 第9回定期演奏会
■交流ホール 入場無料

21:00 カウントダウンコンサート2016-201731

土

●ゲスト：渡辺 美里、東京スカパラダイスオーケストラ
　管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢(特別大編成) 
■コンサートホール　プラチナ(指定)\11000
　S(指定)\9000 A(指定)\8000 B(自由)\6000

他

金16

※中学生以下・65歳以上の方、無料。
　 確認できるもののご提示をお願いします。

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

■コンサートホール 全席指定 一般\2000 中学生以下\1000

●指揮：三ツ橋 敬子、案内役：新田 恵海
  出演：諸星 すみれ、風李 一成　    他

ぜんぶ☆きく、べートーヴェン
～キミにとどく９つのゆうき～


