
TEL(076)232-0171/FAX(076)232-0172

TEL(076)232-8111/FAX(076)232-8101
http://www.ongakudo.jp/

http://www.oek.jp/

（公財）石川県音楽文化振興事業団

石川県立音楽堂コンサートガイド
August 2017
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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

日

〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1 

6 14:00

14:00 東京大学音楽部管弦楽団
サマーコンサート2017
■コンサートホール 全席自由 \1000

080-9369-2721(川本)問

土26
日27

第11回日本介護支援専門員協会 
全国大会 in 石川
■コンサート・交流ホール 会員\8000 非会員\16000

石川県介護支援専門員協会 076-224-1211問

12:30

9:00

日27 13:00

愛知県立芸術大学音楽学部同窓生による
第22回コン・アモーレコンサート
■交流ホール 一般\1000 高校生以下\500
問 愛知芸大音楽学部石川県支部 090-2836-2103

30水
19:00

音楽堂カルチャーナビ

■交流ホール 全席自由  \1000

29火
14:00

８月の休館日…７日（月）

金沢港口

兼六園口

●講師：野原 耕二(音楽プロデューサー)
  第一部「異説 竹取物語」に観る竹の形而上学と音楽性
　第二部「正倉院復元楽器・雅楽三管 演奏」
　       (鳳笙)野津 輝男 (篳篥)高多 祥司
         (龍笛)笠井 聖秀

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

米朝事務所 06-6365-8281問
■邦楽ホール 1階(指定)\3500 2階(自由)\2000

■交流ホール 入場無料(材料費がかかるものもあります。)
　ワークショップは事前申込制

※お申し込み・詳細はチラシをご覧下さい。

(公財)石川県音楽文化振興事業団
 076-232-8111

問

ふれあい伝統芸能ランド
いろんな伝統芸能を体験！

ＯＥＫおしゃべりクラシック

5 土
9:30

5 土
13:00

6 日 9:30

◆伝統芸能のワークショップ

  三味線・胡弓・茶道・狂言・落語・能小鼓

　能締太鼓・笛・箏・琵琶・日本舞踊・香道

　あめ細工・生け花・着付　　　　　　　他

●指揮：沖澤 のどか
　いしかわ子ども邦楽アンサンブル
　ＯＥＫエンジェルコーラス
　石川県ジュニアオーケストラ

朝日新聞プレゼンツ

◆邦楽ホール探検隊！
♪ぬりえ、むかしの遊び・工作、スーパーボールすくい
　あめ細工実演販売などもあります！

雅楽はすごい！

19土

▲

◆ハイドン　　　　：チェロ協奏曲 第1番
　モーツァルト　　：ヴァイオリン協奏曲 第5番「トルコ風」
　メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲

●指　揮：原田 幸一郎
　管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
　ヴァイオリン独奏：神尾 真由子、辻 彩奈
　チェロ独奏　　　：新倉 瞳

20周年記念スペシャルコンサート
いしかわミュージックアカデミー

■コンサートホール 全席指定 一般\3000
  25歳以下\1500(音楽堂チケットボックスのみ取扱､要証明書)

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

◆モーツァルト：交響曲 第40番 第1楽章
　小田 美樹：群青、ひゃくまんさん小唄　他
■コンサートホール 全席自由 \500

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

14:00

22火

◆ラヴェル：弦楽四重奏曲　他

●ヴァイオリン：神谷 美千子､レジス･パスキエ
　　　　　  　　原田 幸一郎､ロラン･ドガレイユ
　　　　　　　　ファン･モラン､ヴォーン・ヒューズ(OEK)
　ヴィオラ　　：石黒 靖典(OEK)､丸山 萌音輝(OEK)
　チェロ　　　：毛利 伯郎､大澤 明(OEK)
　ピアノ　　　：ハエスン・バイク
　フルート　　：岡本 えり子(OEK)
　クラリネット：遠藤 文江(OEK)
　ハープ　　　：平尾 祐紀子
　

ＩＭＡ＆ＯＥＫチェンバーコンサート
音楽堂室内楽シリーズ

■交流ホール 全席自由 一般\2500 大学生以下\1500

19:00

■交流ホール 入場無料25金
11:00 ＩＭＡ音楽賞授賞式

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

16水

～23水

■交流ホール 聴講無料

ＩＭＡ実行委員会事務局 076-225-1372問

■邦楽ホール 全席自由 \2000(小学生以下無料)
Dance Festival 2017

石川県スポレク･ダンス協会事務局 076-221-6280問

月28 13:00
■交流ホール 入場無料
第16回音楽療法コンサートほほえみコンサート

金沢音楽療法研究会 076-252-5104(代表:佐藤 順子)問

■コンサートホール 入場無料
4 金

10:30 第27回グレンツェンピアノコンクール
石川予選

朝日新聞プレゼンツ 桂 吉弥 独演会

グレンツェンピアノ研究会 0995-22-4158問

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ20日 ■交流ホール 聴講無料
ＩＭＡ体験レッスン10:00

■交流ホール 全席自由 \1000
ＩＭＡライジングスターコンサート201718:00

ＩＭＡ実行委員会事務局 076-225-1372問

いしかわミュージックアカデミー
ピアノ公開レッスン

10:00

金澤ジャズスクエア実行委員会
kjazzsquare@gmail.com

問
土

金･祝11
12

 〈ワークショップ〉
　■交流ホール  一般\2000(聴講のみ\1000)
　　　　　　　　高校生以下\1000(聴講のみ無料)
 〈コンサート〉
　■交流ホール 一般\2000 高校生以下\1000

ジャズキャンプ in いしかわ
13:30
～21:00

14:00

ハナヨバレエ ecole_de_h_b@yahoo.co.jp問

14:30 ハナヨバレエ「ドン・キホーテ」
■邦楽ホール 全席自由 \1000

10 木
19:00

11 １7:00 ●落　語「死神」古今亭 志ん輔
　オペラ「死神」
　　台本：今村 昌平、作曲・監修：池辺 晋一郎
　　演出：西川 信廣、指揮：松井 慶太
    楽団：オーケストラ・アンサンブル金沢
　　ソプラノ：沢崎 恵美
    メゾ・ソプラノ：二渡 加津子
　　バリトン：泉 良平、テノール：所谷 直生　
　　合唱：室内オペラ合唱団

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

■邦楽ホール 全席指定 \4000
  ※OEK定期会員・邦友会会員 10％割引

落語・オペラ 死神
金･祝

第4回いしかわ国際ピアノコンクール10 木
10:30
〈予選〉

11 金
10:00
〈予選〉

12 土
10:00
〈本選〉

13 日
10:00
〈本選〉

いしかわ国際ピアノコンクール実行委員会事務局
090-3299-7873

問

〈予選〉■コンサートホール 予選券(2日通し)\1000

〈本選〉■コンサートホール 本選券(2日通し)\1000

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

24木 ■邦楽ホール 入場無料

■交流ホール 入場無料

10:00

〈チェロ・ピアノ〉

ＩＭＡマスタークラス受講生発表会
〈ヴァイオリン〉

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

▲

石川県立音楽堂 日本の室内オペラシリーズ 第一回


