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（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
March 2019

ISHIKAWA ONGAKUDO Concert Guide3

※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
▲

〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1 

３月の休館日…１１日（月）

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

1金

18月

4月

7木 9土

20水 22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）
076-225-1371(平日9:00-17:30)

問

金沢芸妓の舞

◆ドヴォルザーク：序曲「謝肉祭」(ＯＥＫ＆学生)
　シューベルト　：交響曲 第1番 (ＯＥＫ)
　ブラームス　　：交響曲 第2番 (学生＆ＯＥＫ)　　　　　　 

■コンサートホール　全席自由 \1000

▲

▲

▲

▲

▲

14:00

ＣＯＮ ＢＲＩＯ!! !コン・ブリオ!-いきいきと

第413回定期公演マイスター・シリーズ

9土

◆ハイドン　　：ヴァイオリン協奏曲
　モーツァルト：交響曲第25番
　ロッシーニ　：歌劇「セビリアの理髪師」序曲
　ハイドン　　：交響曲第70番

●指揮＆バロック・ヴァイオリン：エンリコ・オノフリ
　通奏低音：ロッセッラ・ポリカルド

(3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ席)■コンサートホール 全席指定
　SS\5000 S\4000 A\3500 B\2500 ｽﾀｰﾗｲﾄ\1000

14:00

◆アンダーソン：馬と馬車
　シベリウス　：アンダンテ・フェスティーヴォ
　シャブリエ　：狂詩曲「スペイン」　　他

◆25日～27日はセミナー、28日はコンサート

芸の鼓動

東芝グランドコンサート2019
ファビオ・ルイージ指揮 デンマーク国立交響楽団13
■コンサートホール 全席指定
　S\10000 A\8000 B\6000 C\4000

石川テレビ放送事業部 076-267-6483(平日9:30-18:00)問

19:00
水

17日

めざましクラシックス in 金沢
10 ■コンサートホール 全席指定

　S\5500 A\4500 B\3500(当日各\500UP) ※S席完売
石川テレビ放送事業部 076-267-6483(平日9:30-18:00)問

15:00
日

11月

24 14:00 石川県ジュニアオーケストラ
第25回定期演奏会

30周年記念
金沢市内巡回公演

オーケストラの日2019

●指揮：鈴木 織衛

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

オーケストラ・アンサンブル金沢事務局 076-232-0171問

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 入場無料
　音楽堂チケットボックスにて入場整理券配布

31
14:00
13:00～
楽器体験

日

●指　　揮：鈴木 織衛
　邦　　楽：いしかわ子ども邦楽アンサンブル
　管弦楽　：石川県ジュニアオーケストラ
　　　　　　オーケストラ・アンサンブル金沢
　オルガン：春日 朋子
　ゲスト　：ひゃくまんさん
　司　　会：山田 彰子

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\1000 中高校生\500
　※ＯＥＫ定期会員、賛助会員無料
　※小学生以下無料(3歳以上入場可)

※25歳以下は当日券50％オフ(要証明書)

▲19:00

名匠スダーン×ＯＥＫ

第414回定期公演フィルハーモニー・シリーズ

27水

19:0025月

◆モーツァルト：歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲
　モーツァルト：ピアノ協奏曲第9番「ジュノム」
　ベートーベン：交響曲第3番「英雄」

●指　揮：ユベール・スダーン(OEKプリンシパル・ゲストコンダクター)

　ピアノ：リーズ・ドゥ・ラ・サール

●オーケストラ・アンサンブル金沢メンバー

(3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ席)■コンサートホール 全席指定
　SS\7000 S\6000 A\5000 B\3000 ｽﾀｰﾗｲﾄ\1000

※25歳以下は当日券50％オフ(要証明書)

※18日は､邦楽ホールバックステージツアー付

14:0030土
第64回ロビーコンサート“素敵な春に”
■交流ホール 入場無料

090-4685-8102(能登)問

くにたち学生会幹事 080-6366-7238(出口)問

13:00 中森ピアノ教室発表会
■交流ホール 入場無料 中森 千尋　076-237-5561問

ソプラノ：石川 公美
バリトン：上野 高裕

14:0023土
ピティナ金沢西支部設立10周年記念事業
子ども達によるアンサンブルコンサート
■コンサートホール 入場無料

ピティナ金沢西支部 076-221-1544問

◆シュトラウス：ラデツキー行進曲
　バッハ　　　：トッカータとフーガ
　アンダーソン：馬と馬車　　　　　　他

カレッジ・コンサート2019

第15回 石川県学生オーケストラ＆
       オーケストラ・アンサンブル金沢 合同公演3日

14:00

石川県立音楽堂チケットボックス 076-232-8632問

■邦楽ホール 全席自由
　一般\2500 高校生以下\1500 ※邦友会会員割引あり

◆第一部 芽吹き～いしかわ子ども邦楽アンサンブル～
　　　　 箏曲「ＯＫＯＴＯ」「春の光」
　　　　 長唄「供奴」より
　　　　 合奏「ひゃくまんさん小唄」
　第二部 箏∞(インフィニティ)無限の未来へ
　　　　 箏弾き語り　　　　　　：竹澤 悦子
　　　　 アライブペインティング：中山 晃子
　第三部 創作舞台～ダンスと子供たちの音楽でめぐる
　　　　 森山開次ワールド～
　　　　 「∞すえひろがりの旅∞」
　　　　 構成・演出・振付・ダンス：森山 開次
　　　　 音楽監修・作曲・ピアノ　：北方 寛丈
　　　　 邦楽監修・作調・鳴物　　：藤舍 呂英
　　　　 出　演：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
　　　　 ダンス：中山 諒
　　　　 打楽器：神谷 紘実
　　　　 チェロ：福野 桂子
　　　　 映　像：野島 幸三郎

●指　揮：太田 弦
　管弦楽：石川県学生オーケストラ
　　　　　　　金沢大学フィルハーモニー管弦楽団

　　　　　　　金沢工業大学室内管弦楽団

　　　　　オーケストラ・アンサンブル金沢

日

出演

(予定)

10:00
(予定)

13:30
(28日のみ)

25
～28

月

木

青少年のためのアンサンブルのよろこび♫セミナー

■交流ホール　1日\2000 4日間通し券\5000(一般) 
     　　　　 1日\1000 4日間通し券\3000(ピアノ協会員)

石川県ピアノ協会事務局 
admin@piano-ishikawa.jp(太田)

問

19:0028木
金沢二水高等学校創立70周年記念コンサート
ー合唱部第17回定期演奏会ー
■コンサートホール　一般\1000 高校生以下\500
　　　　　　　　　　(当日各\200UP)※小学生未満無料

■カフェコンチェルト　入場無料

石川県立金沢二水高等学校合唱部
ysopranp@m2.ishikawa-c.ed.jp(外)

問

18:0029金
くにたちヤングコンサート
■交流ホール \500　

モーツァルト「ジュノム」とベートーヴェン「英雄」
フランスの若きピアニスト   ラ・サールとの共演。

休館日

最終回


