
音楽堂やすらぎ広場 JR金沢駅コンコース

祝3 エリアイベント 各イベント約30分5 木 無 料

祝4 エリアイベント 各イベント約30分5 金 無 料

祝5 エリアイベント 各イベント約30分5 土 無 料

もてなしドーム地下広場

10:00  ナチュール・クインテット
11:00  白河俊平、尾田奈々帆（Pf） 
12:30  ウクレレ・パイナ! in音楽祭
　　　  r!kuya&ジュニア・ウクレレ・オーケストラメンバー
14:00  ピアノトリオ
　　　  〔渋谷優花（Vn）、富田 祥（Vc）、石冨絵里（Pf）〕
15:30  きんしん合唱団、OEKエンジェルコーラス
17:00  アクィユ・サクソフォンカルテット 

18:30  ガルガン・アンサンブル

音楽堂前広場
10:30  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
12:00  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
13:30  かがやきブラス

14:30  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
15:30  TAJIMI CHOIR
17:30  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
18:45/20:00  トーキョー・シュランメルン

音楽堂やすらぎ広場

音楽堂やすらぎ広場

音楽堂前広場

音楽堂前広場

10:00  白河俊平、尾田奈々帆（Pf）
11:00  トロンボーントリオ
　　　  〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
12:00  ナチュール・クインテット
13:00  山田ゆかり、屶網一稀、寺井珠乃（Pf）
15:30  アクィユ・サクソフォンカルテット

鼓門(JR金沢駅前)
10:00/11:30  遊学館高校吹奏楽部
13:30  　　　 金沢大学吹奏楽団
15:00/16:30  金沢市立工業高校吹奏楽部

JR金沢駅コンコース

JR金沢駅コンコース

鼓門(JR金沢駅前)

鼓門(JR金沢駅前)

10:30  かがやきブラス

11:00  バレエステージ
12:00  金沢大学吹奏楽団
13:00  楽器体験コーナー
14:00  キッズステージ
15:00  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
16:00  コマツHAPPY MELODY児童合唱団 
　　　  珠洲児童コーラス・ティンクルベル＆
　　　　　　　　　 穴水少年少女合唱団リトルプラネッツ

もてなしドーム地下広場

もてなしドーム地下広場

ホテル日航金沢（1Fロビー）

ホテル日航金沢（1Fロビー）

ホテル日航金沢（1Fロビー）

金沢市役所前

金沢市役所前

ANAクラウンプラザ金沢（ザ・ステージ・アクア）
10:30  山田ゆかり、屶網一稀、寺井珠乃（Pf）
12:30  ピアノトリオ
           〔渋谷優花（Vn）、富田 祥（Vc）、石冨絵里（Pf）〕
14:00  ガルガン・アンサンブル

15:30  トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）、
　　　  もりのみやこ少年少女合唱団
17:00  トーキョー・シュランメルン 

ANAクラウンプラザ金沢（ザ・ステージ・アクア）

12:00  直江学美（Sop）、黒瀬恵（Org）
14:00  ウクレレ・パイナ! in音楽祭
　　　  r!kuya&ジュニア・ウクレレ・オーケストラメンバー
16:00  とやま香音ジュニア・コーラス、きんしん合唱団
17:30  ガルガン・アンサンブル

10:30/12:00  金沢市立工業高校吹奏楽部
14:00  アクィユ・サクソフォンカルテット

15:00  かがやきブラス

10:30  ピアノトリオ〔渋谷優花（Vn）、富田 祥（Vc）、石冨絵里（Pf）〕
12:00  トーキョー・シュランメルン
13:00  東 園（Sop）、谷口絵美（Vn）、平尾祐紀子（Hp）
14:00  秋元三奈（Fl）、白河俊平（Pf）
　　　  原田陽菜子（Pf）
15:00  池辺晋一郎（お話・Pf）、木米真理恵（Pf）
16:00  ガルガンチュア弦楽四重奏団

18:00/19:00  ソプラノたちのカンタービレ 片岡のり子（指揮）

10:00/11:00  神谷紘実（マリンバ）
12:00  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
13:00  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
14:00  トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）
15:15  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
18:00/19:45  トーキョー・シュランメルン
  

10:00  秋元三奈（Fl）、白河俊平（Pf）、原田陽菜子（Pf）
11:00  金沢クラリネットアンサンブル
12:30  かがやきブラス

13:30  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
14:30/16:00  かがやきブラス

10:30/11:30  百萬石ウィンドオーケストラ
12:30/13:30  福井工業大学附属高校吹奏楽部
15:30/16:30  小松明峰高校吹奏楽部

12:00  バレエステージ
13:00  楽器体験コーナー
14:00  ウクレレ・パイナ! in音楽祭
15:00  ピアノトリオ〔渋谷優花（Vn）、富田 祥（Vc）、石冨絵里（Pf）〕
16:00  ガルガン・アンサンブル

17:30  東 園（Sop）、谷口絵美（Vn）、平尾祐紀子（Hp）
18:30  直江学美（Sop）、秋元三奈（Fl）、平尾祐紀子（Hp）

13:00  ガルガンチュア弦楽四重奏団

14:00  金沢クラリネットアンサンブル
16:30  青島広志、トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）

11:00  青島広志、 トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）
12:30  金沢クラリネットアンサンブル
14:00/15:00  百萬石ウィンドオーケストラ

10:00  「ガルガンチュア物語」
　　　  奈良井伸子（語・歌）、上田智子（Hp）、山田のぶ（打楽器）
11:00  井上智香子（Vn）、川畑夕姫（Pf）、橋本叶愛、中田夢菜（Pf）
12:00  ガルガン・アンサンブル

13:00  「青島アワー」 青島広志（お話・Pf）、小野 勉（Ten）
14:00  トーキョー・シュランメルン
15:30/17:00 近藤洋平（Ten）、秋元三奈（Fl）、 平尾祐紀子（Hp）

11:00  北陸学院高校 ハンドべルクワイア
12:00/13:00  トーキョー・シュランメルン
14:30/16:00  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
18:00  「青島アワー」 青島広志（お話・Pf）、小野 勉（Ten）

10:00  川畑夕姫、橋本叶愛、中田夢菜（Pf）
11:30/13:00  アクィユ・サクソフォンカルテット 

10:30/12:30

11:00  秋元三奈（Fl）、春日朋子（Org）
13:00  井上智香子（Vn）、春日朋子（Org）
14:00  ガルガン・アンサンブル

11:00  ミュージックバルーンショー
12:00  「青島アワー」  青島広志（お話・Pf）、小野勉（Ten）
13:00  楽器体験コーナー
14:00  ガルガンちゃんとリトミック
15:00  北陸学院高校 ハンドべルクワイア
16:00  「ガルガンチュア物語」
　　　  奈良井伸子（語・歌）、上田智子（Hp）、山田のぶ（打楽器）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕水上由美、竹田樹莉果（Vn）
高田愛子（Va）、福野桂子（Vc）

〔 〕水上由美、竹田樹莉果（Vn）
高田愛子（Va）、福野桂子（Vc）

金沢学院高校  和太鼓部「暁」

のと里山空港
14:00/15:30  アクィユ・サクソフォンカルテット

全公演プログラム
4月28日土 5月5日 祝土

● 石川県立音楽堂　　  ● 金沢市アートホール
● 北國新聞赤羽ホール  ● 北陸エリア（福井・石川・富山）4 （福井・石川・富山）

演演演演演演演演プププププププププププププププププロロロロロロロロロロロロロロググググググググ
55日日 祝土

●●石川県立音楽堂石川県立音楽堂石川県立音楽堂
北國新聞赤羽ホー

東京２０２０応援文化オリンピアード認証事業

音楽祭イメージキャラクター

本公演はもち
ろん

エリアイベン
ト・無料公演

  完全網羅ガ
ル！ 

土 5月月555 ホーホール ●北陸エリア北陸エリア北陸エリア北陸エリア5日日 祝祝土土 ●北國新聞赤羽北國新聞赤羽北國新聞赤羽ホー

音楽祭音楽祭音楽祭イメージキャララクターー

Mr. Mozart, Welcome to Kanazawa.  

■ 主催 ： いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭実行委員会、石川県、金沢市

■ 共催 ： （一財）石川県芸術文化協会、（公財）富山県文化振興財団、（公財）高岡市民文化振興事業団、（公財）射水市文化振興財団、（公財）福井県文化振興事業団、
　　　　  （公財）金沢芸術創造財団、（公財）石川県音楽文化振興事業団

■ 企画制作 ： オーケストラ・アンサンブル金沢、ケィ・シィ・エス　　■ 特別協力 ： 北國新聞社、読売新聞北陸支社

■ 後援 ： 石川県教育委員会、富山県教育委員会、福井県教育委員会、金沢市教育委員会、高岡市教育委員会、北陸吹奏楽連盟、石川県合唱連盟、石川県吹奏楽連盟、
　　　　  石川県音楽文化協会、NHK金沢放送局、北陸放送、テレビ金沢、石川テレビ放送、北陸朝日放送、北日本放送、富山テレビ放送、チューリップテレビ、
　　　　  ＦＢＣ福井放送、福井テレビ、金沢ケーブルテレビネット、エフエム石川、 香林坊・武蔵地区まちづくり連携実行委員会

■ オフィシャルカー ： レクサス

〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1 石川県立音楽堂内 ☎076̶232̶8111 （平日10：00～18：00）
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委員会事務局 www.gargan.jp



池辺晋一郎（話）、
マリア・サヴァスターノ（Sop）、
モナ・飛鳥（Pf）、
水上由美（Vn）、鶴見 彩（Pf）

石川公美（Sop）、多田由実子（Fl）、上田智子（Hp）

稲垣絢子（Sop）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）

稲垣絢子（Sop）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）

稲垣絢子（Sop）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）

特別公演「加羽沢美濃が音楽祭の魅力を語る」
14:00

加羽沢美濃（話）、田島睦子（Pf）、山田ゆかり（Pf）、石川公美（Sop）
坂口昌優（Vn）、川崎 惇（Fl）、上田智子（Hp）、金沢レクイエム合唱団（合唱）

18:00
音楽祭 with 金沢武士団

筒井裕朗（S.Sax）、岩田典子（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

土144

284

祝
日

会場／音楽堂コンサートホール

会場／いしかわ総合スポーツセンター

☎076-232-8111
全席自由 1,000円

☎076-232-8111
要入場料

無 料

無 料

無 料

無 料

有 料

輪島市公演「モーツァルトが輪島へやってきた！」
14:00

20:00
加賀屋公演「春の三重奏」

土214
会場／石川県輪島漆芸美術館

会場／和倉温泉 加賀屋 ロビーラウンジ

☎0768-22-9788

富山公演「歌でつづるモーツァルト物語」
14:00

石川公美（Sop）、仲谷響子（Ms）、近藤洋平（Ten）、門田 宇（Bar）、
平野加奈（Pf）会場／射水市子ども子育て総合支援センター

☎0766-56-1515 無 料

かがやきブラス（金管五重奏）、自衛隊トロンボーン・アンサンブル、
ガルガン・アンサンブル、アクイユ・サクソフォンカルテット、
小松明峰高校吹奏楽部

街中プロムナード
会場／片町プレーゴ、 ＡＴＲＩＯステージ、タテマチストリート、香林坊大和
　　  めいてつエムザ、近江町いちば館、香林坊東急スクエア

無 料
①13:00  ②14:00

鶫 真衣（歌）ほか
無 料エリアイベント〈金沢〉

13:30会場／片町きらら
自衛隊サクソフォン・アンサンブル13:00会場／武家屋敷跡 野村家

☎0761-23-6122小松明峰高校吹奏楽部 無 料エリアイベント〈小松〉 ①10:30
②13:00

会場／小松空港

ゲスト：台湾南科国際実験高級中学校吹奏楽団、浜松市中学校選抜吹奏楽団、陸上自衛隊中部方面音楽隊、
小松明峰高校、小松高校、小松市立高校、金沢龍谷高校、金沢桜丘高校、遊学館高校、金沢大学吹奏楽団、百萬石ウィンドオーケストラ、NOTOマーチングバンド

無 料吹奏楽の祭典 9:30 会場／しいのき迎賓館 石の広場（雨天時10時開演 金沢歌劇座）

☎0767-62-1111

稲垣絢子（Sop）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）能登島公演
10:40

14:00
内灘町公演

日224 会場／のとじま水族館 

会場／内灘町役場  町民ホール

☎076-232-811１
要水族館入館料

☎076-286-6716
500円（小学生以下無料）

陸上自衛隊中部方面音楽隊、鶫 真衣（歌）

青島広志、ＯＥＫメンバー

陸上自衛隊音楽隊 特別公演
19:00

19:00
白山公演

274 会場／音楽堂コンサートホール

会場／白山市松任学習センター
☎076-274-9573
一般1,000円（高校生以下無料）

蓄音器館公演「歌×ピアノ×フルート」
19:00

土

金

金

204
会場／金沢蓄音器館

☎076-232-3066
1,000円  要予約 有 料

有 料

有 料

ホテル
イベント

194 木

月
祝304

いずれも
お問い合わせは各ホテルへ

有 料

全席自由 無料 （要整理券）C01

市民オーケストラの祭典
14:00

石川フィルハーモニー交響楽団、金沢交響楽団、
金沢室内管弦楽団、メディカルオーケストラ金沢会場／音楽堂コンサートホール

全席自由 1,000円C02

294 無 料
音楽祭開幕ファンファーレ！
11:00

JR金沢駅 鼓門下　　：金沢大学フィルハーモニー管弦楽団
JR富山駅 コンコース：富山市立山室中学校吹奏楽部
JR福井駅 コンコース：福井工業大学附属福井高校吹奏楽部

多田由実子（Fl）、細川 文（Vc）、北川聖子（箏）会場／尾山神社 14:00

鈴木織衛（指揮）
森 麻季（Sop）、鳥木弥生（Alt）、吉田浩之（Ten）、三戸大久（Bas）、
ガルガンチュア第九合唱団、ガルガンチュア第九管弦楽団

市民オーケストラ＆市民合唱団の祭典
19:30 会場／音楽堂コンサートホール

全席自由 2,500円 C03

4/19㊍ 18:30
モーツァルトの世界 ～ウィーン風ディナーとコンサート～  10,000円

4/28㊏ ランチ12:00  コンサート13:00

ランチと共に楽しむ トップ オブ カナザワ コンサート   3,000円（要予約）

4/30㊊㊗ ディナー17:30  コンサート18:30

ディナー＆コンサート ～ヨーロッパからの風 3人のミューズ達が奏でる珠玉のモーツァルト～

会場／金沢ニューグランドホテル  ☎076-233-2540

会場／ANAホリディ・イン金沢スカイ  ☎076-233-2233

会場／ANAクラウンプラザホテル金沢  ☎076-224-6140 10,000円（要予約）

横山幸雄（ピアノ）、マリア・サバスターノ（Sop）、高柳 圭（Ten）、森 雅史（Bas）、斉藤雅昭（ピアノ）
ガルガンチュア弦楽四重奏団〔水上由美、竹田樹莉果（Vn）、高田愛子（Va）、福野桂子（Vc）〕
金澤トリオ〔北川聖子（箏）、多田由実子（fl）、細川 文（Vc）〕

ガラ・コンサート（前夜祭）19:00 会場／北國新聞赤羽ホール 全席自由 2,000円AK1

横山幸雄 マリア・サバスターノ

オープニング・コンサート 14:00（開場/13：15  式典/13：45）
会場／音楽堂コンサートホール

サラ・マクドナルド（司会）
ヘンリク・シェーファー（指揮）、森 麻季（Sop）、マリア・サバスターノ（Sop）、三戸大久（Bas）、
横山幸雄（Pf）、神谷紘実、田嶋 翠（マリンバ）、川下新乃（Pf）、オーケストラ・アンサンブル金沢

S：3,000円／A：2,500円OP

ヘンリク・シェーファー 森 麻季

稲垣絢子（Sop）、近藤洋平（Ten）、藤村和昌（Bar）、
根来かなう（Vn）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）

サラ・マクドナルド（司会）
木村綾子（Sop）、森 雅史（Bas）、斉藤雅昭（Pf）、
多田由実子（Fl）、山田ゆかり（Pf）

金沢大学フィルハーモニー管弦楽団

無 料

エリアイベント〈金沢〉 ①12:00
②12:50

会場／鼓門下
浜松市中学校選抜吹奏楽団

〕〔
アクイユ・サクソフォンカルテット

池辺晋一郎、新実徳英、新垣 隆、加羽沢美濃

ゲスト：松本和将（Pf）
一般：1,000円（当日 1,200円）
高校生以下：500円（当日600円）

☎0768-52-3401

15 火

304

25 水

55

無 料

珠洲公演「モーツァルト物語」
15:00

石川公美（Sop）、仲谷響子（Ms）、近藤洋平（Ten）、門田 宇（Bar）、
平野加奈（Pf）、
珠洲市（市民合唱団、フラウエンコール、児童コーラス・ティンクルベル）

会場／ラポルトすず  
☎0768-82-0720
一般1,000円  高校以下500円

有 料

リッカルド・ミナーシ（指揮）、塚田尚吾（Pf）、
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団13:30

魚津公演
会場／新川文化ホール

☎0765-23-1123
一般6,000円  高校以下 3,000円

有 料

作曲家たちの
モーツァルトひらめき大会
19:00 会場／北國新聞赤羽ホール

Sop＝ソプラノ　Ms＝メゾ・ソプラノ　Alt＝アルト　Ten＝テノール　Bar＝バリトン　Vn＝ヴァイオリン　Va＝ヴィオラ　Vc＝チェロ　Fl＝フルート　Cl＝クラリネット　Sax＝サクソフォン
Tp＝トランペット　Hr＝ホルン　Tb＝トロンボーン　Tu＝チューバ　Hp＝ハープ　Cemb＝チェンバロ　Pf＝ピアノ　Per＝パーカッション

■楽器・パート記号一覧

石川公美（Sop）、仲谷響子（Ms）、近藤洋平（Ten）、門田 宇（Bar）、
平野加奈（Pf）、もりのみやこ少年少女合唱団

モーツァルト物語
14:00 会場／北國新聞赤羽ホール

能美公演「モーツァルトが語る美しき魔笛」
19:00 会場／能美市根上総合文化会館「タント」

台湾南科国際実験高級中学校吹奏楽団＆ 
石川県中学校選抜吹奏楽団　ジョイント・コンサート
10:30

台湾南科国際実験高級中学校吹奏楽団、
石川県中学校選抜吹奏楽団

会場／音楽堂コンサートホール

アクィユ・サクソフォンカルテット
〔筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）、日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）〕

アンサンブル公演
12:20 会場／金沢市役所前広場

☎0761-55-8550
一般 1,000円  高校以下 500円

☎076-288-8526
一般2,000円  高校以下1,000円

有 料

田中 泯（踊り）、西澤和江（Vn）、稲垣絢子（Sop）、米谷昌美（Pf）高岡公演「田中 泯、モーツァルトを踊る」
19:00 会場／ 高岡市生涯学習センター

☎0766-20-1560
一般 3,000 円  学生 1,000 円

有 料

ライナー・キュッヒル（Vn）、福田進一（ギター）福井公演「ウィーンのサロンコンサート」
19:00 会場／ハーモニーホールふくい

☎0776-38-8288
一般 2,000円  ほか

有 料

桂米團治（語り）、辻 博之（指揮、Pf）、
石川公美、木村綾子（Sop）、表まり子、仲谷響子（Ms）、
門田宇（Bar）、弦楽四重奏団

津幡公演「米團治、モーツァルトを語り、演じる！」
　　　　歌劇「フィガロの結婚」金沢オリジナル版
19:00 会場／津幡町文化会館シグナス

有 料

無 料山口安紀子（Sop）、井上智香子（Vn）、白河俊平、尾田奈々帆（Pf） ☎076-233-2151ガルガンチュア  ランチタイム・コンサート
12:10 会場／三谷産業１階ラウンジホール

☎0766-20-1560
一般 1,000円  学生 500円

有 料
武部 薫（Alt）、多田由実子（Fl）、平尾祐紀子（Hp）高岡公演「３人のミューズたち」

14:00 会場／瑞龍寺大茶堂

無 料☎0767-27-1226
拝観料 大人 500円  小中学生 300円

筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

アクィユ・サクソフォンカルテット コンサート
①14:00 ②15:00 会場／妙成寺

☎0766-22-6522
1,000 円 有 料三浦友理枝（Pf）城東音楽院コンサート（富山）

14:00 会場／城東音楽院ホール

ピアノコンサート in 穴水 会場／のとふれあい文化センター
　　 ラベンダーホール

☎0766-20-1560
一般 3,000円  学生 1,000円

有 料西村まさ彦（語り）、新井鷗子（構成台本）
弦楽四重奏　 坂口昌優（Vn）、竹田樹莉果（Vn）
　　　　　　  高田愛子（Va）、ルドヴィート・カンタ（Vc）　、西田宏美（Cl）

高岡公演  
西村まさ彦「モーツァルトの内緒話」
19:00 会場／高岡市生涯学習センター

ピアノ
コンサート

43 日

月
祝304

祝
月

祝

65 日

土

全席自由 無料（要整理券）C04

全席自由 2,000円AK2

天満敦子（Vn）、勝呂麻也（Pf）天満敦子ヴァイオリン・リサイタル
17:00 会場／北國新聞赤羽ホール

全席自由 2,000円AK3

全席自由 2,000円AK4

3/  4㊐    14:00

ゲスト：黒田哲平（Pf）
一般：1,000円（当日 1,200円）
高校生以下：500円（当日600円）

☎076-232-8632ピアノコンサート in 金沢 会場／石川県立音楽堂交流ホール3/18㊐    14:00

ゲスト：三輪 郁（Pf）
一般：1,000円（当日 1,200円）
高校生以下：500円（当日600円）

☎076-288-8526ピアノコンサート in 津幡 会場／津幡町文化会館「シグナス」4/  7㊏    14:00

ゲスト：樋口一朗（Pf）
一般：1,000円（当日 1,200円）
高校生以下：500円（当日600円）

☎0767-53-1160ピアノコンサート in 七尾 会場／七尾サンライフプラザ  大ホール4/22㊐    14:00

ゲスト：西澤和江（Vn）、米谷昌美（Pf）
　今川絢音     北村美緒  島倉一華     滝澤ひまり  竹端ひかり  竹端りこ
　野﨑真由美  橋谷知奈  林 礼士       廣保 冴       堀 鈴菜       三浦心愛
　三野さくら  室峰亜衣  山下穂乃美  鈴木仁子     為永結子     北林多香子
　本多春奈     松本良子  吉藤佐恵

☎076-232-8118ピアノ・コンサート 会場／音楽堂交流ホール4/30㊊㊗ 14:00
全席自由 500円K01

池辺 晋一郎 新実徳英 新垣 隆 加羽沢美濃

天沼裕子（解説）、武井雷俊（俳優）、倉本絵里、原璃菜子（Sop）、
　　　　　　　糸賀修平（Ten）、高橋洋介（Bar）、松井永太郎（Bas）

☎0767-66-2323
一般 1,000円（高校生以下無料）

有 料
池辺晋一郎（語り・Pf）、木米真理恵（Pf）七尾公演

13:30 会場／能登演劇堂

〕〔

13:30

③15:00



池辺晋一郎（話）、
マリア・サヴァスターノ（Sop）、
モナ・飛鳥（Pf）、
水上由美（Vn）、鶴見 彩（Pf）

石川公美（Sop）、多田由実子（Fl）、上田智子（Hp）

稲垣絢子（Sop）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）

稲垣絢子（Sop）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）

稲垣絢子（Sop）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）

特別公演「加羽沢美濃が音楽祭の魅力を語る」
14:00

加羽沢美濃（話）、田島睦子（Pf）、山田ゆかり（Pf）、石川公美（Sop）
坂口昌優（Vn）、川崎 惇（Fl）、上田智子（Hp）、金沢レクイエム合唱団（合唱）

18:00
音楽祭 with 金沢武士団

筒井裕朗（S.Sax）、岩田典子（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

土144

284

祝
日

会場／音楽堂コンサートホール

会場／いしかわ総合スポーツセンター

☎076-232-8111
全席自由 1,000円

☎076-232-8111
要入場料

無 料

無 料

無 料

無 料

有 料

輪島市公演「モーツァルトが輪島へやってきた！」
14:00

20:00
加賀屋公演「春の三重奏」

土214
会場／石川県輪島漆芸美術館

会場／和倉温泉 加賀屋 ロビーラウンジ

☎0768-22-9788

富山公演「歌でつづるモーツァルト物語」
14:00

石川公美（Sop）、仲谷響子（Ms）、近藤洋平（Ten）、門田 宇（Bar）、
平野加奈（Pf）会場／射水市子ども子育て総合支援センター

☎0766-56-1515 無 料

かがやきブラス（金管五重奏）、自衛隊トロンボーン・アンサンブル、
ガルガン・アンサンブル、アクイユ・サクソフォンカルテット、
小松明峰高校吹奏楽部

街中プロムナード
会場／片町プレーゴ、 ＡＴＲＩＯステージ、タテマチストリート、香林坊大和
　　  めいてつエムザ、近江町いちば館、香林坊東急スクエア

無 料
①13:00  ②14:00

鶫 真衣（歌）ほか
無 料エリアイベント〈金沢〉

13:30会場／片町きらら
自衛隊サクソフォン・アンサンブル13:00会場／武家屋敷跡 野村家

☎0761-23-6122小松明峰高校吹奏楽部 無 料エリアイベント〈小松〉 ①10:30
②13:00

会場／小松空港

ゲスト：台湾南科国際実験高級中学校吹奏楽団、浜松市中学校選抜吹奏楽団、陸上自衛隊中部方面音楽隊、
小松明峰高校、小松高校、小松市立高校、金沢龍谷高校、金沢桜丘高校、遊学館高校、金沢大学吹奏楽団、百萬石ウィンドオーケストラ、NOTOマーチングバンド

無 料吹奏楽の祭典 9:30 会場／しいのき迎賓館 石の広場（雨天時10時開演 金沢歌劇座）

☎0767-62-1111

稲垣絢子（Sop）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）能登島公演
10:40

14:00
内灘町公演

日224 会場／のとじま水族館 

会場／内灘町役場  町民ホール

☎076-232-811１
要水族館入館料

☎076-286-6716
500円（小学生以下無料）

陸上自衛隊中部方面音楽隊、鶫 真衣（歌）

青島広志、ＯＥＫメンバー

陸上自衛隊音楽隊 特別公演
19:00

19:00
白山公演

274 会場／音楽堂コンサートホール

会場／白山市松任学習センター
☎076-274-9573
一般1,000円（高校生以下無料）

蓄音器館公演「歌×ピアノ×フルート」
19:00

土

金

金

204
会場／金沢蓄音器館

☎076-232-3066
1,000円  要予約 有 料

有 料

有 料

ホテル
イベント

194 木

月
祝304

いずれも
お問い合わせは各ホテルへ

有 料

全席自由 無料 （要整理券）C01

市民オーケストラの祭典
14:00

石川フィルハーモニー交響楽団、金沢交響楽団、
金沢室内管弦楽団、メディカルオーケストラ金沢会場／音楽堂コンサートホール

全席自由 1,000円C02

294 無 料
音楽祭開幕ファンファーレ！
11:00

JR金沢駅 鼓門下　　：金沢大学フィルハーモニー管弦楽団
JR富山駅 コンコース：富山市立山室中学校吹奏楽部
JR福井駅 コンコース：福井工業大学附属福井高校吹奏楽部

多田由実子（Fl）、細川 文（Vc）、北川聖子（箏）会場／尾山神社 14:00

鈴木織衛（指揮）
森 麻季（Sop）、鳥木弥生（Alt）、吉田浩之（Ten）、三戸大久（Bas）、
ガルガンチュア第九合唱団、ガルガンチュア第九管弦楽団

市民オーケストラ＆市民合唱団の祭典
19:30 会場／音楽堂コンサートホール

全席自由 2,500円 C03

4/19㊍ 18:30
モーツァルトの世界 ～ウィーン風ディナーとコンサート～  10,000円

4/28㊏ ランチ12:00  コンサート13:00

ランチと共に楽しむ トップ オブ カナザワ コンサート   3,000円（要予約）

4/30㊊㊗ ディナー17:30  コンサート18:30

ディナー＆コンサート ～ヨーロッパからの風 3人のミューズ達が奏でる珠玉のモーツァルト～

会場／金沢ニューグランドホテル  ☎076-233-2540

会場／ANAホリディ・イン金沢スカイ  ☎076-233-2233

会場／ANAクラウンプラザホテル金沢  ☎076-224-6140 10,000円（要予約）

横山幸雄（ピアノ）、マリア・サバスターノ（Sop）、高柳 圭（Ten）、森 雅史（Bas）、斉藤雅昭（ピアノ）
ガルガンチュア弦楽四重奏団〔水上由美、竹田樹莉果（Vn）、高田愛子（Va）、福野桂子（Vc）〕
金澤トリオ〔北川聖子（箏）、多田由実子（fl）、細川 文（Vc）〕

ガラ・コンサート（前夜祭）19:00 会場／北國新聞赤羽ホール 全席自由 2,000円AK1

横山幸雄 マリア・サバスターノ

オープニング・コンサート 14:00（開場/13：15  式典/13：45）
会場／音楽堂コンサートホール

サラ・マクドナルド（司会）
ヘンリク・シェーファー（指揮）、森 麻季（Sop）、マリア・サバスターノ（Sop）、三戸大久（Bas）、
横山幸雄（Pf）、神谷紘実、田嶋 翠（マリンバ）、川下新乃（Pf）、オーケストラ・アンサンブル金沢

S：3,000円／A：2,500円OP

ヘンリク・シェーファー 森 麻季

稲垣絢子（Sop）、近藤洋平（Ten）、藤村和昌（Bar）、
根来かなう（Vn）、秋元三奈（Fl）、平野加奈（Pf）

サラ・マクドナルド（司会）
木村綾子（Sop）、森 雅史（Bas）、斉藤雅昭（Pf）、
多田由実子（Fl）、山田ゆかり（Pf）

金沢大学フィルハーモニー管弦楽団

無 料

エリアイベント〈金沢〉 ①12:00
②12:50

会場／鼓門下
浜松市中学校選抜吹奏楽団

〕〔
アクイユ・サクソフォンカルテット

池辺晋一郎、新実徳英、新垣 隆、加羽沢美濃

ゲスト：松本和将（Pf）
一般：1,000円（当日 1,200円）
高校生以下：500円（当日600円）

☎0768-52-3401

15 火

304

25 水

55

無 料

珠洲公演「モーツァルト物語」
15:00

石川公美（Sop）、仲谷響子（Ms）、近藤洋平（Ten）、門田 宇（Bar）、
平野加奈（Pf）、
珠洲市（市民合唱団、フラウエンコール、児童コーラス・ティンクルベル）

会場／ラポルトすず  
☎0768-82-0720
一般1,000円  高校以下500円

有 料

リッカルド・ミナーシ（指揮）、塚田尚吾（Pf）、
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団13:30

魚津公演
会場／新川文化ホール

☎0765-23-1123
一般6,000円  高校以下 3,000円

有 料

作曲家たちの
モーツァルトひらめき大会
19:00 会場／北國新聞赤羽ホール

Sop＝ソプラノ　Ms＝メゾ・ソプラノ　Alt＝アルト　Ten＝テノール　Bar＝バリトン　Vn＝ヴァイオリン　Va＝ヴィオラ　Vc＝チェロ　Fl＝フルート　Cl＝クラリネット　Sax＝サクソフォン
Tp＝トランペット　Hr＝ホルン　Tb＝トロンボーン　Tu＝チューバ　Hp＝ハープ　Cemb＝チェンバロ　Pf＝ピアノ　Per＝パーカッション

■楽器・パート記号一覧

石川公美（Sop）、仲谷響子（Ms）、近藤洋平（Ten）、門田 宇（Bar）、
平野加奈（Pf）、もりのみやこ少年少女合唱団

モーツァルト物語
14:00 会場／北國新聞赤羽ホール

能美公演「モーツァルトが語る美しき魔笛」
19:00 会場／能美市根上総合文化会館「タント」

台湾南科国際実験高級中学校吹奏楽団＆ 
石川県中学校選抜吹奏楽団　ジョイント・コンサート
10:30

台湾南科国際実験高級中学校吹奏楽団、
石川県中学校選抜吹奏楽団

会場／音楽堂コンサートホール

アクィユ・サクソフォンカルテット
〔筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）、日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）〕

アンサンブル公演
12:20 会場／金沢市役所前広場

☎0761-55-8550
一般 1,000円  高校以下 500円

☎076-288-8526
一般2,000円  高校以下1,000円

有 料

田中 泯（踊り）、西澤和江（Vn）、稲垣絢子（Sop）、米谷昌美（Pf）高岡公演「田中 泯、モーツァルトを踊る」
19:00 会場／ 高岡市生涯学習センター

☎0766-20-1560
一般 3,000 円  学生 1,000 円

有 料

ライナー・キュッヒル（Vn）、福田進一（ギター）福井公演「ウィーンのサロンコンサート」
19:00 会場／ハーモニーホールふくい

☎0776-38-8288
一般 2,000円  ほか

有 料

桂米團治（語り）、辻 博之（指揮、Pf）、
石川公美、木村綾子（Sop）、表まり子、仲谷響子（Ms）、
門田宇（Bar）、弦楽四重奏団

津幡公演「米團治、モーツァルトを語り、演じる！」
　　　　歌劇「フィガロの結婚」金沢オリジナル版
19:00 会場／津幡町文化会館シグナス

有 料

無 料山口安紀子（Sop）、井上智香子（Vn）、白河俊平、尾田奈々帆（Pf） ☎076-233-2151ガルガンチュア  ランチタイム・コンサート
12:10 会場／三谷産業１階ラウンジホール

☎0766-20-1560
一般 1,000円  学生 500円

有 料
武部 薫（Alt）、多田由実子（Fl）、平尾祐紀子（Hp）高岡公演「３人のミューズたち」

14:00 会場／瑞龍寺大茶堂

無 料☎0767-27-1226
拝観料 大人 500円  小中学生 300円

筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

アクィユ・サクソフォンカルテット コンサート
①14:00 ②15:00 会場／妙成寺

☎0766-22-6522
1,000 円 有 料三浦友理枝（Pf）城東音楽院コンサート（富山）

14:00 会場／城東音楽院ホール

ピアノコンサート in 穴水 会場／のとふれあい文化センター
　　 ラベンダーホール

☎0766-20-1560
一般 3,000円  学生 1,000円

有 料西村まさ彦（語り）、新井鷗子（構成台本）
弦楽四重奏　 坂口昌優（Vn）、竹田樹莉果（Vn）
　　　　　　  高田愛子（Va）、ルドヴィート・カンタ（Vc）　、西田宏美（Cl）

高岡公演  
西村まさ彦「モーツァルトの内緒話」
19:00 会場／高岡市生涯学習センター

ピアノ
コンサート

43 日

月
祝304

祝
月

祝

65 日

土

全席自由 無料（要整理券）C04

全席自由 2,000円AK2

天満敦子（Vn）、勝呂麻也（Pf）天満敦子ヴァイオリン・リサイタル
17:00 会場／北國新聞赤羽ホール

全席自由 2,000円AK3

全席自由 2,000円AK4

3/  4㊐    14:00

ゲスト：黒田哲平（Pf）
一般：1,000円（当日 1,200円）
高校生以下：500円（当日600円）

☎076-232-8632ピアノコンサート in 金沢 会場／石川県立音楽堂交流ホール3/18㊐    14:00

ゲスト：三輪 郁（Pf）
一般：1,000円（当日 1,200円）
高校生以下：500円（当日600円）

☎076-288-8526ピアノコンサート in 津幡 会場／津幡町文化会館「シグナス」4/  7㊏    14:00

ゲスト：樋口一朗（Pf）
一般：1,000円（当日 1,200円）
高校生以下：500円（当日600円）

☎0767-53-1160ピアノコンサート in 七尾 会場／七尾サンライフプラザ  大ホール4/22㊐    14:00

ゲスト：西澤和江（Vn）、米谷昌美（Pf）
　今川絢音     北村美緒  島倉一華     滝澤ひまり  竹端ひかり  竹端りこ
　野﨑真由美  橋谷知奈  林 礼士       廣保 冴       堀 鈴菜       三浦心愛
　三野さくら  室峰亜衣  山下穂乃美  鈴木仁子     為永結子     北林多香子
　本多春奈     松本良子  吉藤佐恵

☎076-232-8118ピアノ・コンサート 会場／音楽堂交流ホール4/30㊊㊗ 14:00
全席自由 500円K01

池辺 晋一郎 新実徳英 新垣 隆 加羽沢美濃

天沼裕子（解説）、武井雷俊（俳優）、倉本絵里、原璃菜子（Sop）、
　　　　　　　糸賀修平（Ten）、高橋洋介（Bar）、松井永太郎（Bas）

☎0767-66-2323
一般 1,000円（高校生以下無料）

有 料
池辺晋一郎（語り・Pf）、木米真理恵（Pf）七尾公演

13:30 会場／能登演劇堂

〕〔



音楽堂やすらぎ広場 JR金沢駅コンコース

祝3 エリアイベント 各イベント約30分5 木 無 料

祝4 エリアイベント 各イベント約30分5 金 無 料

祝5 エリアイベント 各イベント約30分5 土 無 料

もてなしドーム地下広場

10:00  ナチュール・クインテット
11:00  白河俊平、尾田奈々帆（Pf） 
12:30  ウクレレ・パイナ! in音楽祭
　　　  r!kuya&ジュニア・ウクレレ・オーケストラメンバー
14:00  ピアノトリオ
　　　  〔渋谷優花（Vn）、富田 祥（Vc）、石冨絵里（Pf）〕
15:30  きんしん合唱団、OEKエンジェルコーラス
17:00  アクィユ・サクソフォンカルテット 

18:30  ガルガン・アンサンブル

音楽堂前広場
10:30  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
12:00  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
13:30  かがやきブラス

14:30  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
15:30  TAJIMI CHOIR
17:30  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
18:45/20:00  トーキョー・シュランメルン

音楽堂やすらぎ広場

音楽堂やすらぎ広場

音楽堂前広場

音楽堂前広場

10:00  白河俊平、尾田奈々帆（Pf）
11:00  トロンボーントリオ
　　　  〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
12:00  ナチュール・クインテット
13:00  山田ゆかり、屶網一稀、寺井珠乃（Pf）
15:30  アクィユ・サクソフォンカルテット

鼓門(JR金沢駅前)
10:00/11:30  遊学館高校吹奏楽部
13:30  　　　 金沢大学吹奏楽団
15:00/16:30  金沢市立工業高校吹奏楽部

JR金沢駅コンコース

JR金沢駅コンコース

鼓門(JR金沢駅前)

鼓門(JR金沢駅前)

10:30  かがやきブラス

11:00  バレエステージ
12:00  金沢大学吹奏楽団
13:00  楽器体験コーナー
14:00  キッズステージ
15:00  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
16:00  コマツHAPPY MELODY児童合唱団 
　　　  珠洲児童コーラス・ティンクルベル＆
　　　　　　　　　 穴水少年少女合唱団リトルプラネッツ

もてなしドーム地下広場

もてなしドーム地下広場

ホテル日航金沢（1Fロビー）

ホテル日航金沢（1Fロビー）

ホテル日航金沢（1Fロビー）

金沢市役所前

金沢市役所前

ANAクラウンプラザ金沢（ザ・ステージ・アクア）
10:30  山田ゆかり、屶網一稀、寺井珠乃（Pf）
12:30  ピアノトリオ
           〔渋谷優花（Vn）、富田 祥（Vc）、石冨絵里（Pf）〕
14:00  ガルガン・アンサンブル

15:30  トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）、
　　　  もりのみやこ少年少女合唱団
17:00  トーキョー・シュランメルン 

ANAクラウンプラザ金沢（ザ・ステージ・アクア）

12:00  直江学美（Sop）、黒瀬恵（Org）
14:00  ウクレレ・パイナ! in音楽祭
　　　  r!kuya&ジュニア・ウクレレ・オーケストラメンバー
16:00  とやま香音ジュニア・コーラス、きんしん合唱団
17:30  ガルガン・アンサンブル

10:30/12:00  金沢市立工業高校吹奏楽部
14:00  アクィユ・サクソフォンカルテット

15:00  かがやきブラス

10:30  ピアノトリオ〔渋谷優花（Vn）、富田 祥（Vc）、石冨絵里（Pf）〕
12:00  トーキョー・シュランメルン
13:00  東 園（Sop）、谷口絵美（Vn）、平尾祐紀子（Hp）
14:00  秋元三奈（Fl）、白河俊平（Pf）
　　　  原田陽菜子（Pf）
15:00  池辺晋一郎（お話・Pf）、木米真理恵（Pf）
16:00  ガルガンチュア弦楽四重奏団

18:00/19:00  ソプラノたちのカンタービレ 片岡のり子（指揮）

10:00/11:00  神谷紘実（マリンバ）
12:00  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
13:00  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
14:00  トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）
15:15  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
18:00/19:45  トーキョー・シュランメルン
  

10:00  秋元三奈（Fl）、白河俊平（Pf）、原田陽菜子（Pf）
11:00  金沢クラリネットアンサンブル
12:30  かがやきブラス

13:30  トロンボーントリオ〔荻野 昇、西村源海、池城 勉（Tb）〕
14:30/16:00  かがやきブラス

10:30/11:30  百萬石ウィンドオーケストラ
12:30/13:30  福井工業大学附属高校吹奏楽部
15:30/16:30  小松明峰高校吹奏楽部

12:00  バレエステージ
13:00  楽器体験コーナー
14:00  ウクレレ・パイナ! in音楽祭
15:00  ピアノトリオ〔渋谷優花（Vn）、富田 祥（Vc）、石冨絵里（Pf）〕
16:00  ガルガン・アンサンブル

17:30  東 園（Sop）、谷口絵美（Vn）、平尾祐紀子（Hp）
18:30  直江学美（Sop）、秋元三奈（Fl）、平尾祐紀子（Hp）

13:00  ガルガンチュア弦楽四重奏団

14:00  金沢クラリネットアンサンブル
16:30  青島広志、トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）

11:00  青島広志、 トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）
12:30  金沢クラリネットアンサンブル
14:00/15:00  百萬石ウィンドオーケストラ

10:00  「ガルガンチュア物語」
　　　  奈良井伸子（語・歌）、上田智子（Hp）、山田のぶ（打楽器）
11:00  井上智香子（Vn）、川畑夕姫（Pf）、橋本叶愛、中田夢菜（Pf）
12:00  ガルガン・アンサンブル

13:00  「青島アワー」 青島広志（お話・Pf）、小野 勉（Ten）
14:00  トーキョー・シュランメルン
15:30/17:00 近藤洋平（Ten）、秋元三奈（Fl）、 平尾祐紀子（Hp）

11:00  北陸学院高校 ハンドべルクワイア
12:00/13:00  トーキョー・シュランメルン
14:30/16:00  辻博之（Pf）、山口将太朗（ダンス）
18:00  「青島アワー」 青島広志（お話・Pf）、小野 勉（Ten）

10:00  川畑夕姫、橋本叶愛、中田夢菜（Pf）
11:30/13:00  アクィユ・サクソフォンカルテット 

10:30/12:30

11:00  秋元三奈（Fl）、春日朋子（Org）
13:00  井上智香子（Vn）、春日朋子（Org）
14:00  ガルガン・アンサンブル

11:00  ミュージックバルーンショー
12:00  「青島アワー」  青島広志（お話・Pf）、小野勉（Ten）
13:00  楽器体験コーナー
14:00  ガルガンちゃんとリトミック
15:00  北陸学院高校 ハンドべルクワイア
16:00  「ガルガンチュア物語」
　　　  奈良井伸子（語・歌）、上田智子（Hp）、山田のぶ（打楽器）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕筒井裕朗（S.Sax）、角口圭都（A.Sax）
日下部任良（T.Sax）、大徳美幸（B.Sax）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕松永彩子、西田宏美（Cl）、川崎 惇（Fl）
笠間芙美（Hr）、田嶋 翠（Per）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕角 允彦、葉室 晃（Tp）、安田健太（Hr）
廣瀬大悟（Tb）、坂林良樹（Tu）

〔 〕水上由美、竹田樹莉果（Vn）
高田愛子（Va）、福野桂子（Vc）

〔 〕水上由美、竹田樹莉果（Vn）
高田愛子（Va）、福野桂子（Vc）

金沢学院高校  和太鼓部「暁」

のと里山空港
14:00/15:30  アクィユ・サクソフォンカルテット

全公演プログラム
4月28日土 5月5日 祝土

● 石川県立音楽堂　　  ● 金沢市アートホール
● 北國新聞赤羽ホール  ● 北陸エリア（福井・石川・富山）4 （福井・石川・富山）

演演演演演演演演プププププププププププププププププロロロロロロロロロロロロロロググググググググ
55日日 祝土

●●石川県立音楽堂石川県立音楽堂石川県立音楽堂
北國新聞赤羽ホー

東京２０２０応援文化オリンピアード認証事業

音楽祭イメージキャラクター

本公演はもち
ろん

エリアイベン
ト・無料公演

  完全網羅ガ
ル！ 
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音楽祭音楽祭音楽祭イメージキャララクターー

Mr. Mozart, Welcome to Kanazawa.  

■ 主催 ： いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭実行委員会、石川県、金沢市

■ 共催 ： （一財）石川県芸術文化協会、（公財）富山県文化振興財団、（公財）高岡市民文化振興事業団、（公財）射水市文化振興財団、（公財）福井県文化振興事業団、
　　　　  （公財）金沢芸術創造財団、（公財）石川県音楽文化振興事業団

■ 企画制作 ： オーケストラ・アンサンブル金沢、ケィ・シィ・エス　　■ 特別協力 ： 北國新聞社、読売新聞北陸支社

■ 後援 ： 石川県教育委員会、富山県教育委員会、福井県教育委員会、金沢市教育委員会、高岡市教育委員会、北陸吹奏楽連盟、石川県合唱連盟、石川県吹奏楽連盟、
　　　　  石川県音楽文化協会、NHK金沢放送局、北陸放送、テレビ金沢、石川テレビ放送、北陸朝日放送、北日本放送、富山テレビ放送、チューリップテレビ、
　　　　  ＦＢＣ福井放送、福井テレビ、金沢ケーブルテレビネット、エフエム石川、 香林坊・武蔵地区まちづくり連携実行委員会

■ オフィシャルカー ： レクサス

〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1 石川県立音楽堂内 ☎076̶232̶8111 （平日10：00～18：00）
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委員会事務局 www.gargan.jp
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10：00～10：50
ウラディーミル・アシュケナージ（指揮）
オーケストラ・アンサンブル金沢
モーツァルト：

交響曲 第１番 
交響曲 第４１番 「ジュピター」

S：2,500円／A：2,000円C11

アシュケナージ×ＯＥＫでモーツァルト交響
曲の最初と最後。ここから全てが始まる！

人気歌手たちの「ドン・ジョヴァンニ」アリア
集と、話題の新垣 隆がピアノ協奏曲に挑む！

今、最も円熟の時。ドイツの巨匠レーゼルを
金沢で聴ける幸せ。もちろんお約束のトルコ
行進曲も！

12：40～13：40
広上淳一（指揮）
高木綾子（フルート）  吉野直子（ハープ）
紀尾井ホール室内管弦楽団　

モーツァルト：

交響曲 第29番
フルートとハープのための協奏曲

S：2,500円／A：2,000円C12

フルートとハープの頂上たる名曲を、いま望
み得る最高の名手2人で！

15：30～16：20
リッカルド・ミナーシ（指揮）
菊池洋子（ピアノ）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
モーツァルト：

アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
ピアノ協奏曲 第２２番

S：2,500円／A：2,000円C13

モーツァルト・コンクール優勝者、菊池洋子
の“22番”。これぞ音楽祭の華！

18：10～19：00　　　
ウラディーミル・アシュケナージ（指揮）
辻井伸行（ピアノ）
オーケストラ・アンサンブル金沢
モーツァルト：

交響曲 第31番「パリ」
ピアノ協奏曲 第21番

S：3,000円／A：2,500円C14

アシュケナージ、辻井、そしてＯＥＫ。
名演を期待させる黄金の取り合わせ。

全席自由1,000円 ※5歳以上入場可K12

全席自由（０才から入場可）小学生以下 無料
1公演500円  K11

地下1階

石川県立音楽堂 

交流ホール

3
1560席 720席 304席

石川県立音楽堂 

コンサートホール
石川県立音楽堂 

邦楽ホール 金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

11：20～12：10
リッカルド・ミナーシ（指揮）  新垣 隆（ピアノ）
マリア・サバスターノ（Sop）  森 麻季（Sop）
森 雅史（Bas）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団

モーツァルト：

ピアノ協奏曲 第９番「ジュノーム」
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」アリア集

2,500円H11

重厚なモーツァルトの名曲と、田中泯の魂の
場踊り。一期一会の至高の化学反応。

16：50～17：40
田中 泯、モーツァルトを踊る
田中 泯（踊り）
いしかわミュージック・アカデミー弦楽四重奏団
　島方 瞭（Vn）    吉江美桜（Vn）
　鈴村大樹（Va）  水野優也（Vc）
鶴見 彩（ピアノ）

モーツァルト：

弦楽四重奏曲 第１３番 ニ短調
ピアノ四重奏曲 第１番

2,000円H13

さあお立ち合い。ウィーン音楽界の宝、キュッヒ
ルが金沢をウィーンに変える、魔法の50分！

音楽祭名物、和洋楽器のコラボ。邦楽器と
ハープでモーツァルト！

14：10～15：00
ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）
OEK弦楽アンサンブル

モーツァルト：

ディヴェルティメント K.136
アダージョとフーガ ハ短調
レハール：ヴィリアの唄
J.シュトラウス：

ワルツ「美しく青きドナウ」 ほか
　

2,000円H12

音楽史に輝くフルート協奏曲の頂上。
名手・高木綾子と紀尾井室内管で聴く幸せ。
超名曲の４０番も。

19：30～20：20
広上淳一（指揮）
高木綾子（フルート）
紀尾井ホール室内管弦楽団

モーツァルト：

フルート協奏曲 第２番
交響曲 第40番（初稿版）
　

2,500円H14

11：20～12：10
ペーター・レーゼル ピアノ・リサイタル
ペーター・レーゼル（ピアノ）
モーツァルト：
ピアノ・ソナタ 第11番「トルコ行進曲付」
ピアノ・ソナタ 第13番
ドビュッシー：版画

1,500円A11

14：10～15：00
邦楽の響き
藤舎眞衣（横笛）  北村雅恋（箏）  上田智子（ハープ）
モーツァルト：

アヴェ・ヴェルム・コルプス
「アヴェ・マリア」「加賀友禅」
北川聖子（箏）  南 智恵子（箏・十七弦）
高成田念山（尺八）
多田由実子（フルート）  細川 文（チェロ）

「六段の調べ」「トルコ行進曲」

1,500円A12

タイトルを邦訳すると「女はみんなこうした
もの」という喜劇。二組の男女の重唱は
絶品！

16：50～17：40
モーツァルト
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」ハイライト版
石川公美（Sop）  木村綾子（Sop）
仲谷響子（Ms）    近藤洋平（Ten）
森 雅史（Bas）    門田 宇（Bar）
木米真理恵（ピアノ）

モーツァルト：

歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
ハイライト版

1,500円A13

ウィーンの顔キュッヒルと、現代最高峰の
ギタリスト福田、世界的名手２人による演奏。

19：30～20：20
ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）
福田進一（ギター）

F.ソル：モーツァルト「魔笛」の
主題による変奏曲
クライスラー：
レチタティーヴォとスケルツォ・カプリース
ザラサーテ：カルメン幻想曲 ほか

1,500円A14

10：00～10：40
キッズプログラム
ブラスバンドの日
～モーツァルト（誉）、ウィーンに行く～
塚田 誉（テレビ金沢アナウンサー）
直江学美（歌）  金沢大学吹奏楽団

11：10～11：30
ウクレレ・パイナ！in音楽祭
r!kuya＆
ジュニア・ウクレレ・オーケストラメンバー

13：00～14：30
少年・少女合唱の祭典
ゲスト：トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）
TAJIMI CHOIR
　 多治見少年少女合唱団とシニアコア
とやま香音ジュニア・コーラス
珠洲児童コーラス・ティンクルベル＆
 　穴水少年少女合唱団リトルプラネッツ
コマツHAPPY MELODY児童合唱団
もりのみやこ少年少女合唱団
ＯＥＫエンジェルコーラス

15：20～15：50
新垣 隆もモーツァルトを語る
新垣 隆（ピアノ）

16：20～16：50
高柳 圭（Ten）  秋元三奈（フルート）
平尾祐紀子（ハープ）

18：00～20：30 ナビゲーター／潮 博恵

ピアノ・ソナタ全曲　演奏 第一夜〔 〕

北國新聞 

赤羽ホール

19：00
米團治、モーツァルトを語り、演じる！
桂米團治（語り）  尾田奈々帆（ピアノ）

全席自由 2,000円AK5

公演の半券お持ちの方、1枚で1回無料C H A

本公演スケジュール

①川畑夕姫 　   1番　K.279

②山田ゆかり 　2番　K.280

③木米真理恵   3番　K.281

④田島睦子       4番　K.282

⑤菊池洋子　   5番　K.283

⑥川畑夕姫       6番　K.284

★各公演の　　　 は、公演番号です。チケットをお求めの際にご利用ください。

★曲目・出演者につきましては、やむを得ぬ事情により変更になる場合があります。
　逐次最新情報をホームページでお知らせ致しますので、ご確認ください。

（　　  を除く）AK（赤羽ホール） K（交流ホール）C01～04

★開場時間は開演の30分前です。（　　  は45分前開場）　★終演時間はおよその目安です。OP

★全席指定席です。

C11

11：20～11：50
池辺晋一郎とモーツァルト連弾
池辺晋一郎（お話、ピアノ） 
大野由加（ピアノ）

15：20～15：50
青島広志の世界
青島広志（お話、ピアノ）

16：20～16：50
トーキョー・シュランメルン
ウィーンを奏でる

子ども割引♪…小学生以下 500円引き5才から入場可能
（交流ホールは0才から可）

54

全席自由1,000円 ※5歳以上入場可K22

18：00～20：30 ナビゲーター／潮 博恵

①白河俊平 　   7番　K.309

②三浦友理枝　8番　K.310

③鶴見　彩 　   9番　K.311

④平野加奈     10番　K.330

⑤平野加奈　 11番　K.331

⑥モナ・飛鳥   12番　K.332

ピアノ・ソナタ全曲　演奏 第二夜

辻井＋アシュケナージ＋ＯＥＫ、今年のもう一
曲は｢戴冠式」。新たな伝説が生まれる！

名手の能舞と、モーツァルト最後のオペラよ
り重厚なアリアで紡ぎ出される佳境の世界。

ハープが奏でるモーツァルトの世界は美麗
の極み。世界の吉野直子のハープ独奏も。

巨匠レーゼルで、最晩年の傑作協奏曲。
ヴァイオリン協奏曲、さらにご存じ“アイネ
ク”まである贅沢すぎる60分。

全席自由（０才から入場可）小学生以下 無料
1公演500円K21

地下1階

石川県立音楽堂 

交流ホール
1560席 720席 304席

石川県立音楽堂 

コンサートホール
石川県立音楽堂 

邦楽ホール 金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

室内楽の名手・木村かをりが重厚なピアノ四
重奏曲を、石川から巣立った俊英たちと。

17：10～18：00
木村かをり（ピアノ）
吉江美桜（Vn）
いしかわミュージック・アカデミー弦楽トリオ
〔島方 瞭（Vn）  鈴村大樹（Va）  水野優也（Vc）〕
モーツァルト：
ピアノ四重奏曲 第２番
サン・サーンス（イザイ編曲）：
ワルツ形式のカプリス
（Vn：吉江美桜）
ポッパー：
ハンガリアンラプソディー
（Vc：水野優也）

1,500円A23

11：30～12：20
能舞とモーツァルト
歌劇「皇帝ティートの慈悲」より
渡邊荀之助、渡邊茂人、川瀬隆士（舞、謡）
江野 泉（笛）
辻 博之（指揮、ピアノ） 中村 豊（演出）
山口安紀子（Sop） 稲垣絢子（Sop） 鳥木弥生（Ms）
ガルガンチュア弦楽四重奏団
　水上由美（Vn）  竹田樹莉果（Vn）
　高田愛子（Va）  福野桂子（Vc）
松永彩子（クラリネット）

2,000円H21

14：20～15：20
広上淳一（指揮）　ペーター・レーゼル（ピアノ）
坂口昌優（ヴァイオリン）
紀尾井ホール室内管弦楽団

モーツァルト：

アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
ヴァイオリンのためのアダージョ
ピアノ協奏曲 第２７番

2,500円H22

マリア・カナルス国際で第１位に輝く三浦と、
敏腕マエストロのシェーファー。期待大。

モーツァルトの生れ変り（?）米團冶師匠が
放つ、音楽祭ならではの興奮の舞台。

17：10～18：10
ヘンリク・シェーファー（指揮）
三浦友理枝（ピアノ）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
モーツァルト：

ピアノ協奏曲 第23番
交響曲 第39番

2,500円H23

10：00～11：00　　
ウラディーミル・アシュケナージ（指揮）
辻井伸行（ピアノ）
オーケストラ・アンサンブル金沢
モーツァルト：

交響曲 第36番「リンツ」
ピアノ協奏曲 第26番「載冠式」

S：3,000円／A：2,500円C21

いま、人気急上昇中のモナ・飛鳥が登場。欧
州が注目するミナーシの｢プラハ」は注目！

12：50～13：50
リッカルド・ミナーシ（指揮）
モナ・飛鳥（ピアノ）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
モーツァルト：

ピアノ協奏曲 第20番
交響曲 第38番「プラハ」

S：2,500円／A：2,000円C22

ご存知！天満｢望郷のバラード」と、ポーラン
ドの名室内オケは爆発的ヒット曲メドレー。

15：50～16：40
アグニエシュカ・ドゥチマル（指揮）
天満敦子（ヴァイオリン）
アマデウス室内オーケストラ

モーツァルト：

ディヴェルティメント K.138
アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
ポルムベスク：望郷のバラード
ロッシーニ：ウィリアム・テル ほか

S：2,500円／A：2,000円C23

天沼版、美しき｢魔笛」の魅惑。実力派、新国立
劇場オペラ研修所修了の若手歌手たちと。

18：40～19：40
アマデウスが語る美しき魔笛
天沼裕子（指揮）
アマデウス：武井雷俊（俳優）
夜の女王　：倉本絵里（Sop）
パミーナ　：原璃菜子（Sop）
タミーノ　：糸賀修平（Ten）
パパゲーノ：高橋洋介（Bar）
ザラストロ ：松井永太郎（Bas）
オーケストラ・アンサンブル金沢
モーツァルト：

歌劇「魔笛」 より

S：3,000円／A：2,500円C24

20：10～21：20
米團治、モーツァルトを語り、演じる！
歌劇「フィガロの結婚」金沢オリジナル版
桂米團治（語り）
辻 博之（ピアノ・指揮）
石川公美（Sop）  木村綾子（Sop）
表まり子（Ms） 　仲谷響子（Ms）  門田 宇（Bar）
音楽祭特別弦楽四重奏団
　渋谷優花（Ｖｎ）  大村一恵（Ｖｎ）
　高田愛子（Ｖａ）  福野桂子（Ｖｃ）

2,000円H24

11：30～12：20
吉野直子（ハープ）
いしかわミュージック・アカデミー弦楽四重奏団
　吉江美桜（Vn）  島方 瞭（Vn）
　鈴村大樹（Va）  水野優也（Vc）

モーツァルト：

ピアノ協奏曲 第12番（ハープ版）
ドビュッシー：

アラベスク（ハープ独奏） ほか

1,500円A21

極限まで研ぎ澄ました踊りと演奏。
50分を通して立ち現れる、人間の深淵。

14：20～15：10
田中 泯、モーツァルトを踊る
田中 泯（踊り）
西澤和江（ヴァイオリン）  稲垣絢子（歌）
米谷昌美（ピアノ）

モーツァルト：

ヴァイオリン・ソナタ 第25番、28番
アダージョ K.540
歌曲「すみれ」

1,500円A22

室内楽曲の超名曲２曲を、ベルリン・フィル
のフックスとモーツアルテウムのメンバーで
聴ける至福。

20：10～21：10
ヴェンツェル・フックス（クラリネット）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
　　　　　　　　　　　　　　　メンバー

モーツァルト：

弦楽四重奏曲 第17番「狩」
クラリネット五重奏曲

1,500円A24

10：00～10：40
キッズプログラム
室内楽の日～教えてモーツァルト先生～
松村玲郎（MROアナウンサー） 
直江学美（歌）
アクィユ・サクソフォンカルテット

〔 〕

〔 〕

〔 〕

より

公演の半券お持ちの方、1枚で1回無料C H A

本公演スケジュール

13：30～14：50
北陸三県ジュニア・オーケストラ祭り
石川県ジュニアオーケストラ
福井ジュニア弦楽アンサンブル
ジャスタ・イン・トヤマ・ジュニア
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10：00～10：50
ウラディーミル・アシュケナージ（指揮）
オーケストラ・アンサンブル金沢
モーツァルト：

交響曲 第１番 
交響曲 第４１番 「ジュピター」

S：2,500円／A：2,000円C11

アシュケナージ×ＯＥＫでモーツァルト交響
曲の最初と最後。ここから全てが始まる！

人気歌手たちの「ドン・ジョヴァンニ」アリア
集と、話題の新垣 隆がピアノ協奏曲に挑む！

今、最も円熟の時。ドイツの巨匠レーゼルを
金沢で聴ける幸せ。もちろんお約束のトルコ
行進曲も！

12：40～13：40
広上淳一（指揮）
高木綾子（フルート）  吉野直子（ハープ）
紀尾井ホール室内管弦楽団　

モーツァルト：

交響曲 第29番
フルートとハープのための協奏曲

S：2,500円／A：2,000円C12

フルートとハープの頂上たる名曲を、いま望
み得る最高の名手2人で！

15：30～16：20
リッカルド・ミナーシ（指揮）
菊池洋子（ピアノ）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
モーツァルト：

アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
ピアノ協奏曲 第２２番

S：2,500円／A：2,000円C13

モーツァルト・コンクール優勝者、菊池洋子
の“22番”。これぞ音楽祭の華！

18：10～19：00　　　
ウラディーミル・アシュケナージ（指揮）
辻井伸行（ピアノ）
オーケストラ・アンサンブル金沢
モーツァルト：

交響曲 第31番「パリ」
ピアノ協奏曲 第21番

S：3,000円／A：2,500円C14

アシュケナージ、辻井、そしてＯＥＫ。
名演を期待させる黄金の取り合わせ。

全席自由1,000円 ※5歳以上入場可K12

全席自由（０才から入場可）小学生以下 無料
1公演500円  K11

地下1階

石川県立音楽堂 

交流ホール

3
1560席 720席 304席

石川県立音楽堂 

コンサートホール
石川県立音楽堂 

邦楽ホール 金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

11：20～12：10
リッカルド・ミナーシ（指揮）  新垣 隆（ピアノ）
マリア・サバスターノ（Sop）  森 麻季（Sop）
森 雅史（Bas）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団

モーツァルト：

ピアノ協奏曲 第９番「ジュノーム」
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」アリア集

2,500円H11

重厚なモーツァルトの名曲と、田中泯の魂の
場踊り。一期一会の至高の化学反応。

16：50～17：40
田中 泯、モーツァルトを踊る
田中 泯（踊り）
いしかわミュージック・アカデミー弦楽四重奏団
　島方 瞭（Vn）    吉江美桜（Vn）
　鈴村大樹（Va）  水野優也（Vc）
鶴見 彩（ピアノ）

モーツァルト：

弦楽四重奏曲 第１３番 ニ短調
ピアノ四重奏曲 第１番

2,000円H13

さあお立ち合い。ウィーン音楽界の宝、キュッヒ
ルが金沢をウィーンに変える、魔法の50分！

音楽祭名物、和洋楽器のコラボ。邦楽器と
ハープでモーツァルト！

14：10～15：00
ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）
OEK弦楽アンサンブル

モーツァルト：

ディヴェルティメント K.136
アダージョとフーガ ハ短調
レハール：ヴィリアの唄
J.シュトラウス：

ワルツ「美しく青きドナウ」 ほか
　

2,000円H12

音楽史に輝くフルート協奏曲の頂上。
名手・高木綾子と紀尾井室内管で聴く幸せ。
超名曲の４０番も。

19：30～20：20
広上淳一（指揮）
高木綾子（フルート）
紀尾井ホール室内管弦楽団

モーツァルト：

フルート協奏曲 第２番
交響曲 第40番（初稿版）
　

2,500円H14

11：20～12：10
ペーター・レーゼル ピアノ・リサイタル
ペーター・レーゼル（ピアノ）
モーツァルト：
ピアノ・ソナタ 第11番「トルコ行進曲付」
ピアノ・ソナタ 第13番
ドビュッシー：版画

1,500円A11

14：10～15：00
邦楽の響き
藤舎眞衣（横笛）  北村雅恋（箏）  上田智子（ハープ）
モーツァルト：

アヴェ・ヴェルム・コルプス
「アヴェ・マリア」「加賀友禅」
北川聖子（箏）  南 智恵子（箏・十七弦）
高成田念山（尺八）
多田由実子（フルート）  細川 文（チェロ）

「六段の調べ」「トルコ行進曲」

1,500円A12

タイトルを邦訳すると「女はみんなこうした
もの」という喜劇。二組の男女の重唱は
絶品！

16：50～17：40
モーツァルト
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」ハイライト版
石川公美（Sop）  木村綾子（Sop）
仲谷響子（Ms）    近藤洋平（Ten）
森 雅史（Bas）    門田 宇（Bar）
木米真理恵（ピアノ）

モーツァルト：

歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
ハイライト版

1,500円A13

ウィーンの顔キュッヒルと、現代最高峰の
ギタリスト福田、世界的名手２人による演奏。

19：30～20：20
ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）
福田進一（ギター）

F.ソル：モーツァルト「魔笛」の
主題による変奏曲
クライスラー：
レチタティーヴォとスケルツォ・カプリース
ザラサーテ：カルメン幻想曲 ほか

1,500円A14

10：00～10：40
キッズプログラム
ブラスバンドの日
～モーツァルト（誉）、ウィーンに行く～
塚田 誉（テレビ金沢アナウンサー）
直江学美（歌）  金沢大学吹奏楽団

11：10～11：30
ウクレレ・パイナ！in音楽祭
r!kuya＆
ジュニア・ウクレレ・オーケストラメンバー

13：00～14：30
少年・少女合唱の祭典
ゲスト：トンヨン市立少年少女合唱団（韓国）
TAJIMI CHOIR
　 多治見少年少女合唱団とシニアコア
とやま香音ジュニア・コーラス
珠洲児童コーラス・ティンクルベル＆
 　穴水少年少女合唱団リトルプラネッツ
コマツHAPPY MELODY児童合唱団
もりのみやこ少年少女合唱団
ＯＥＫエンジェルコーラス

15：20～15：50
新垣 隆もモーツァルトを語る
新垣 隆（ピアノ）

16：20～16：50
高柳 圭（Ten）  秋元三奈（フルート）
平尾祐紀子（ハープ）

18：00～20：30 ナビゲーター／潮 博恵

ピアノ・ソナタ全曲　演奏 第一夜〔 〕

北國新聞 

赤羽ホール

19：00
米團治、モーツァルトを語り、演じる！
桂米團治（語り）  尾田奈々帆（ピアノ）

全席自由 2,000円AK5

公演の半券お持ちの方、1枚で1回無料C H A

本公演スケジュール

①川畑夕姫 　   1番　K.279

②山田ゆかり 　2番　K.280

③木米真理恵   3番　K.281

④田島睦子       4番　K.282

⑤菊池洋子　   5番　K.283

⑥川畑夕姫       6番　K.284

★各公演の　　　 は、公演番号です。チケットをお求めの際にご利用ください。

★曲目・出演者につきましては、やむを得ぬ事情により変更になる場合があります。
　逐次最新情報をホームページでお知らせ致しますので、ご確認ください。

（　　  を除く）AK（赤羽ホール） K（交流ホール）C01～04

★開場時間は開演の30分前です。（　　  は45分前開場）　★終演時間はおよその目安です。OP

★全席指定席です。

C11

11：20～11：50
池辺晋一郎とモーツァルト連弾
池辺晋一郎（お話、ピアノ） 
大野由加（ピアノ）

15：20～15：50
青島広志の世界
青島広志（お話、ピアノ）

16：20～16：50
トーキョー・シュランメルン
ウィーンを奏でる

子ども割引♪…小学生以下 500円引き5才から入場可能
（交流ホールは0才から可）

54

全席自由1,000円 ※5歳以上入場可K22

18：00～20：30 ナビゲーター／潮 博恵

①白河俊平 　   7番　K.309

②三浦友理枝　8番　K.310

③鶴見　彩 　   9番　K.311

④平野加奈     10番　K.330

⑤平野加奈　 11番　K.331

⑥モナ・飛鳥   12番　K.332

ピアノ・ソナタ全曲　演奏 第二夜

辻井＋アシュケナージ＋ＯＥＫ、今年のもう一
曲は｢戴冠式」。新たな伝説が生まれる！

名手の能舞と、モーツァルト最後のオペラよ
り重厚なアリアで紡ぎ出される佳境の世界。

ハープが奏でるモーツァルトの世界は美麗
の極み。世界の吉野直子のハープ独奏も。

巨匠レーゼルで、最晩年の傑作協奏曲。
ヴァイオリン協奏曲、さらにご存じ“アイネ
ク”まである贅沢すぎる60分。

全席自由（０才から入場可）小学生以下 無料
1公演500円K21

地下1階

石川県立音楽堂 

交流ホール
1560席 720席 304席

石川県立音楽堂 

コンサートホール
石川県立音楽堂 

邦楽ホール 金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

室内楽の名手・木村かをりが重厚なピアノ四
重奏曲を、石川から巣立った俊英たちと。

17：10～18：00
木村かをり（ピアノ）
吉江美桜（Vn）
いしかわミュージック・アカデミー弦楽トリオ
〔島方 瞭（Vn）  鈴村大樹（Va）  水野優也（Vc）〕
モーツァルト：
ピアノ四重奏曲 第２番
サン・サーンス（イザイ編曲）：
ワルツ形式のカプリス
（Vn：吉江美桜）
ポッパー：
ハンガリアンラプソディー
（Vc：水野優也）

1,500円A23

11：30～12：20
能舞とモーツァルト
歌劇「皇帝ティートの慈悲」より
渡邊荀之助、渡邊茂人、川瀬隆士（舞、謡）
江野 泉（笛）
辻 博之（指揮、ピアノ） 中村 豊（演出）
山口安紀子（Sop） 稲垣絢子（Sop） 鳥木弥生（Ms）
ガルガンチュア弦楽四重奏団
　水上由美（Vn）  竹田樹莉果（Vn）
　高田愛子（Va）  福野桂子（Vc）
松永彩子（クラリネット）

2,000円H21

14：20～15：20
広上淳一（指揮）　ペーター・レーゼル（ピアノ）
坂口昌優（ヴァイオリン）
紀尾井ホール室内管弦楽団

モーツァルト：

アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
ヴァイオリンのためのアダージョ
ピアノ協奏曲 第２７番

2,500円H22

マリア・カナルス国際で第１位に輝く三浦と、
敏腕マエストロのシェーファー。期待大。

モーツァルトの生れ変り（?）米團冶師匠が
放つ、音楽祭ならではの興奮の舞台。

17：10～18：10
ヘンリク・シェーファー（指揮）
三浦友理枝（ピアノ）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
モーツァルト：

ピアノ協奏曲 第23番
交響曲 第39番

2,500円H23

10：00～11：00　　
ウラディーミル・アシュケナージ（指揮）
辻井伸行（ピアノ）
オーケストラ・アンサンブル金沢
モーツァルト：

交響曲 第36番「リンツ」
ピアノ協奏曲 第26番「載冠式」

S：3,000円／A：2,500円C21

いま、人気急上昇中のモナ・飛鳥が登場。欧
州が注目するミナーシの｢プラハ」は注目！

12：50～13：50
リッカルド・ミナーシ（指揮）
モナ・飛鳥（ピアノ）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
モーツァルト：

ピアノ協奏曲 第20番
交響曲 第38番「プラハ」

S：2,500円／A：2,000円C22

ご存知！天満｢望郷のバラード」と、ポーラン
ドの名室内オケは爆発的ヒット曲メドレー。

15：50～16：40
アグニエシュカ・ドゥチマル（指揮）
天満敦子（ヴァイオリン）
アマデウス室内オーケストラ

モーツァルト：

ディヴェルティメント K.138
アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
ポルムベスク：望郷のバラード
ロッシーニ：ウィリアム・テル ほか

S：2,500円／A：2,000円C23

天沼版、美しき｢魔笛」の魅惑。実力派、新国立
劇場オペラ研修所修了の若手歌手たちと。

18：40～19：40
アマデウスが語る美しき魔笛
天沼裕子（指揮）
アマデウス：武井雷俊（俳優）
夜の女王　：倉本絵里（Sop）
パミーナ　：原璃菜子（Sop）
タミーノ　：糸賀修平（Ten）
パパゲーノ：高橋洋介（Bar）
ザラストロ ：松井永太郎（Bas）
オーケストラ・アンサンブル金沢
モーツァルト：

歌劇「魔笛」 より

S：3,000円／A：2,500円C24

20：10～21：20
米團治、モーツァルトを語り、演じる！
歌劇「フィガロの結婚」金沢オリジナル版
桂米團治（語り）
辻 博之（ピアノ・指揮）
石川公美（Sop）  木村綾子（Sop）
表まり子（Ms） 　仲谷響子（Ms）  門田 宇（Bar）
音楽祭特別弦楽四重奏団
　渋谷優花（Ｖｎ）  大村一恵（Ｖｎ）
　高田愛子（Ｖａ）  福野桂子（Ｖｃ）

2,000円H24

11：30～12：20
吉野直子（ハープ）
いしかわミュージック・アカデミー弦楽四重奏団
　吉江美桜（Vn）  島方 瞭（Vn）
　鈴村大樹（Va）  水野優也（Vc）

モーツァルト：

ピアノ協奏曲 第12番（ハープ版）
ドビュッシー：

アラベスク（ハープ独奏） ほか

1,500円A21

極限まで研ぎ澄ました踊りと演奏。
50分を通して立ち現れる、人間の深淵。

14：20～15：10
田中 泯、モーツァルトを踊る
田中 泯（踊り）
西澤和江（ヴァイオリン）  稲垣絢子（歌）
米谷昌美（ピアノ）

モーツァルト：

ヴァイオリン・ソナタ 第25番、28番
アダージョ K.540
歌曲「すみれ」

1,500円A22

室内楽曲の超名曲２曲を、ベルリン・フィル
のフックスとモーツアルテウムのメンバーで
聴ける至福。

20：10～21：10
ヴェンツェル・フックス（クラリネット）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
　　　　　　　　　　　　　　　メンバー

モーツァルト：

弦楽四重奏曲 第17番「狩」
クラリネット五重奏曲

1,500円A24

10：00～10：40
キッズプログラム
室内楽の日～教えてモーツァルト先生～
松村玲郎（MROアナウンサー） 
直江学美（歌）
アクィユ・サクソフォンカルテット

〔 〕

〔 〕

〔 〕

より

公演の半券お持ちの方、1枚で1回無料C H A

本公演スケジュール

13：30～14：50
北陸三県ジュニア・オーケストラ祭り
石川県ジュニアオーケストラ
福井ジュニア弦楽アンサンブル
ジャスタ・イン・トヤマ・ジュニア



11：10～11：40
箏曲 ～和の響き～
石川県箏曲連盟

12：10～12：40
北陸学院ハンドベル

13：10～13：40
トルコ行進曲　競演大会
菊池洋子  米谷昌美
公募で集ったピアニストたち

14：10～14：40
天沼裕子 リートの世界
韓 錦玉（Sop）  高橋洋介（Ten）
天沼裕子（ピアノ）

全席自由1,000円 ※5歳以上入場可K32

16：00～18：30 ナビゲーター／潮 博恵

①木下由香 　  13番　K.333

②塚田尚吾 　   14番　K.457

③酒井珠江　　15番　K.533、K.494

④尾田奈々帆　16番　K.545

⑤木米真理恵　17番　K.570

⑥菊池洋子 　   18番　K.576

ピアノ・ソナタ全曲　演奏 第三夜

さあ、これは必聴。石川が生んだ名ピアニス
トが、ザルツブルクの名門オケと共に“２４
番”に臨む。

オーディションで選ばれた、石川が育む未来
のスターたち、オーケストラと初共演！

名手が古楽器で奏でるモーツァルト。舞台の
日本画が会場を異世界へ惹き入れる。

地下1階

全席自由（０才から入場可）小学生以下 無料
1公演500円K31

55 掲載内容は平成30年 3月26日現在のものです。都合により出演者・曲目等に変更が生じる場合がございます。
紙面の都合上、曲名の調性や作品番号等を省略して記載しております。何卒ご了承ください。

1560席 720席 304席

石川県立音楽堂 

コンサートホール
石川県立音楽堂 

邦楽ホール 金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

11：20～12：10
日本画とモーツァルトの融合
菊池洋子（フォルテピアノ）
古澤洋子（日本画家）

モーツァルト：

幻想曲 ニ短調
きらきら星変奏曲
ピアノ・ソナタ 第２番 ほか

1,500円A31

映画「アマデウス」に使われた名曲とフルート
の神曲。必聴の２曲を贅沢盛り！

14：30～15：20
OEKメンバー室内楽
松井 直（Ｖｎ）    上島淳子（Ｖｎ）
石黒靖典（Ｖａ）  丸山萌音揮（Ｖａ）  大澤 明（Ｖｃ）
松木さや（fl）

モーツァルト：

フルート四重奏曲 第１番
弦楽五重奏曲 第４番

1,500円A32

左手のみで歴史に新たなページを刻み続け
るピアニスト、舘野 泉そして月足さおりが
登場。意欲的プログラム！

17：20～18：10
左手のピアニズム
舘野 泉（ピアノ）  月足さおり（ピアノ）

バッハ／ブラームス：
シャコンヌ
スクリャービン：
前奏曲と夜想曲
光永浩一郎：
サムライ（舘野 泉に捧げる）　ほか

1,500円A33

11：20～12：10
アンナ・ドゥチマル（指揮）
アマデウス室内オーケストラ

モーツァルト：

3台のピアノのための協奏曲 第7番
Googins古田光、氏家万結子、堀田夏稀

2台のピアノのための協奏曲 第10番
五嶋菜々加、石島凜々子

1,500円H31

世界の頂上を翔るヒョンスのヴァイオリン。
その艶麗な音色を聴けるのはこの公演だけ。

14：10～15：00
アグニエシュカ・ドゥチマル（指揮）
シン・ヒョンス（ヴァイオリン）
アマデウス室内オーケストラ

モーツァルト：

ヴァイオリン協奏曲 第３番
ディヴェルティメント K.137 ほか

2,500円H32

音楽祭オリジナル企画。俳優・西村まさ彦の
語りと演奏で、天才モーツァルトが現代に
甦る。

17：20～18：20
俳優 西村まさ彦
「モーツァルトの内緒話」
西村まさ彦（語り）
新井鷗子（構成台本）
ガルガンチュア弦楽四重奏団
　坂口昌優（Ｖｎ）  竹田樹莉果（Ｖｎ）
　高田愛子（Ｖａ）  ルドヴィート・カンタ（Ｖｃ）
西田宏美（クラリネット）

2,000円H33

10：00～10：50
リッカルド・ミナーシ（指揮）
田島睦子（ピアノ）
山口安紀子（Sop） 鳥木弥生（Alt） 高橋洋介（Bar）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
モーツァルト：
ピアノ協奏曲 第24番
歌劇「フィガロの結婚」アリア集

S：2,500円／A：2,000円C31

ウィーンの生きた伝説キュッヒルが｢トルコ
風」で円熟の超絶技を披露。｢未完成」もある
豪華版。

12：40～13：40
ヘンリク・シェーファー（指揮）
ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）
オーケストラ・アンサンブル金沢
モーツァルト：

ヴァイオリン協奏曲 第５番「トルコ風」
　　　　　　　　 （キュッヒル弾き振り）

シューベルト：交響曲 第7番「未完成」

S：2,500円／A：2,000円C32

ザルツブルクの黄金コンビによる壮麗な｢ハ
フナー」と、ベルリン・フィルのカリスマ、フッ
クスの奇跡のクラリネット！

15：50～16：50
リッカルド・ミナーシ（指揮）
ヴェンツェル・フックス（クラリネット）
ザルツブルク・モーツアルテウム管弦楽団
モーツァルト：

交響曲 第35番「ハフナー」
クラリネット協奏曲

S：2,500円／A：2,000円C33

音楽祭、大団円の１曲はやっぱり｢モツレク」
で決まり！エーテボリの魔術師シェーファー
と最高の演奏陣で。

19：00～20：00
クロージング・コンサート
ヘンリク・シェーファー（指揮）
マリア・サバスターノ（Sop）  武部 薫（Alt）
高柳 圭（Ten）  森 雅史（Bas）
金沢レクイエム合唱団
オーケストラ・アンサンブル金沢

モーツァルト：レクイエム

S：3,000円／A：2,500円C34

10：00～10：40
キッズプログラム
魔笛の日～親子でオペラを楽しもう～
松村玲郎（MROアナウンサー） 
倉本絵里（夜の女王）  原璃菜子（パミーナ）
糸賀修平（タミーノ）    松井永太郎（ザラストロ）
北方寛丈（ピアノ）      安島愛里（Fl） 
神谷紘実（パーカッション）

〔 〕

〔楽器、声域 略記号〕Sop…ソプラノ  Ms…メゾソプラノ  Alt…アルト  Ten…テノール  Bar…バリトン  Bas…バス
Vn…ヴァイオリン   Va…ヴィオラ   Vc…チェロ  fl…フルート

石川県立音楽堂 

交流ホール
公演の半券お持ちの方、1枚で1回無料C H A


