公演スケジュール
いよいよ 始まる！

エリア・プレイベント

Webアンケートにご協力ください！

無料公演

有料公演

（4/28〜公演が対象です）

北陸がクラシック音楽一色に染まる祭典！
3
4

20㊏
9㊎

14：00
▼

16：00
12：15
▼

13：15

ピアノコンサート in 金沢 vol.1

ピアノオーディション合格者
ゲスト／竹田 理琴乃
（Pf）

会場／ 音楽堂交流ホール

ランチタイムコンサート

全席自由：1,000円 高校生以下：500円
問 音楽祭チケットカウンター

石川 公美（Sop） 門田 宇（Bar） 根来 かなう（Vn）
多田 由実子（Fl） 平野 加奈（Pf） 上田 智子（Hp）

会場／ 音楽堂コンサートホール

全席自由：500円

ガル！

ドビュッシー：月の光
マスネ

19：00
▼

20：15

南欧のピアノの調べ

：タイスの瞑想曲

☎076-232-8632

古関裕而 ：イヨマンテの夜、
長崎の鐘

マルキーナ：エスパニア・カーニ

渡邉 康雄（Pf・指揮） オーケストラ・アンサンブル金沢
サン=サーンス:ピアノ協奏曲第5番
「エジプト風」

会場／ 音楽堂コンサートホール

ガル！

ラヴェル

問 石川県立音楽堂チケットボックス

☎076-232-8632

：水の戯れ

サン=サーンス：サムソンとデリラよりバッカナール

4

10㊏

14：00
▼

16：00

注目

会場／ 音楽堂邦楽ホール

ガル！

▼

16：00

4

11㊐
17㊏

14：00
▼

16：00
14：00
▼

16：00
13：30

ピアノコンサート in 津幡

20：00

4

19：00

①13：00
②15：00

14：00

17：00

ピアノオーディション合格者
（Pf）
ゲスト：山田 ゆかり

会場／ 白山市松任文化会館ピーノ

ピアノコンサート in 野々市
会場／ 野々市市文化会館フォルテ

能登島公演
加賀屋公演

13：00

問 石川県立音楽堂チケットボックス

☎076-232-8632

金沢蓄音器館公演

近藤 洋平（Ten）
鶴見 彩（Pf）

輪島市公演

春の三重奏 總持寺物語

市民オーケストラの祭典

全席自由：1,000円 高校生以下：500円
問 白山市文化振興課 ☎076- 274- 9573

全席自由：1,000円 高校生以下：500円
問 野々市市文化会館フォルテ ☎076- 248- 8000

要水族館入館料
問 のとじま水族館 ☎0767- 84- 1271

無料

アクィユ・サクソフォンカルテット

ゲスト：池田 虎之介（Vc 白山市）

会場／ 金沢蓄音器館

全席自由：1,000円 高校生以下：500円
問 津幡町文化会館
「シグナス」 ☎076-288-8526

アクィユ・サクソフォンカルテット

会場／ 白山市松任学習センタープララ

会場／ 音楽堂コンサートホール

ガル！

ピアノオーディション合格者
ゲスト：鶴見 彩（Pf）

白山公演 〜南欧の風そよぐ室内楽の夕べ〜 坂口 昌優（Vn） 鶴見 彩（Pf）

会場／ 曹洞宗大本山 總持寺祖院

25㊐ 注目

ピアノオーディション合格者

ピアノコンサート in 白山

会場／ 石川県輪島漆芸美術館

4

すみれの花咲く頃、バラ色の人生、サン・トワ・マミー

ゲスト：田島 睦子（Pf）

会場／ 和倉温泉 加賀屋 ロビーラウンジ

23㊎
24㊏

全席自由：2,000円 高校生以下：1,000円

薔薇 美子、長谷川 密（シャンソン） 吉田 幸生（Pf） 野村 里美（シンセサイザー）

会場／ 津幡町文化会館 シグナス

会場／ のとじま水族館

4

桂 米團治（落語・司会） 浅野 美希（三味線） 桂 米輝（笛）

渡邉 康雄

ひとりで歌舞伎!? 仕方噺
「勧進帳」

14：00

4

すみれの花咲く頃
シャンソン＆落語

ほか

全席自由：2,000円 高校生以下：1,000円

［ピアノオーディション合格者］
山岸 奈生、松永 みなみ、北林 多香子・本多 春奈（連弾）
グラナドス
：アレグロ

注目

3才から入場可

問 石川県立音楽堂チケットボックス

北陸フラメンコ協会〈忠縄 美貴子、中川 恵子、
平野 美希子 ほか〉
田島 睦子、相良 容子（Pf）

注目

☎076-232-8118

仲谷 響子（Ms） 多田 由実子（Fl）
山田 ゆかり
（Pf）
仲谷 響子（Ms） 多田 由実子（Fl）
山田 ゆかり
（Pf）
指揮：小松 長生
チャイコフスキー ：イタリア奇想曲

レスピーギ

：ローマの松

問 加賀屋 ☎0767- 62- 1111

全席自由：1,000円 高校生以下：無料（要整理券）
問 白山市文化振興課 ☎076- 274- 9573

1,000円（要予約）
☎076-232-3066

問 金沢蓄音器館

無料
問 石川県輪島漆芸美術館 ☎0768- 22- 9788

門前町在住者以外は要拝観料（門前町在住者無料）
☎0768-42-0005

問 總持寺祖院

C4251 全席自由：2,000円 高校生以下：1,000円
問 音楽祭チケットカウンター

☎076-232-8118

より炎、
紅蓮華 ほか
アニメ
「鬼滅の刃」

市民オーケストラ諸団体による合同演奏

14：00

能美公演

会場／ 能美市根上総合文化会館音楽ホール
「タント」

14：00
▼

15：00

4

28㊌

12：15
▼

13：00
13：30
▼

14：30

高岡・城東音楽院コンサート
会場／ 城東音楽院ホール

三谷産業ランチタイムコンサート

アクィユ・サクソフォンカルテット
坂口 昌優（Vn） 西田 宏美（Cl）
鶴見 彩（Pf）

会場／ 三谷産業株式会社 金沢本社 1階ラウンジホール

七尾公演

会場／ 能登演劇堂

小泉 詠子（Ms） 三戸 大久（Bar）
田島 睦子（Pf）

鳥木 弥生（Ms） 大野 由加（Pf）
池辺 晋一郎（司会）

小松 長生

全席指定：1,000円 高校生以下：500円
問 能美市根上総合文化会館

☎0761-55-8550

全席指定：2,000円
問 城東音楽院ホール

☎0766- 22- 6522

問 三谷産業株式会社総務課

☎076- 233- 2151

要整理券
問 能登演劇堂

無料

☎0767- 66- 2323

4

28㊌

19：00
▼

20：30

注目

19：00
▼

20：00

29㊍㊗

会場／ 北國新聞赤羽ホール

石川
腰越
糸賀
遠藤
竹田

ガル！

4

ガラ・コンサート
「南欧を訪ねて」 楽都音楽祭 南欧の音楽のエッセンスが一杯！

11：30
▼

12：00

AK4281 全席指定：2,000円 高校生以下：1,000円

公美（司会、Sop） ゲスト：F.モレシャン
問 音楽祭チケットカウンター
オッフェンバック：ホフマン物語より舟唄
満美（Sop） 木村 綾子（Sop） 直江 学美（Sop） 前澤 歌穂（Ms）
☎076-232-8118
イラディエル
：
ラ
・
パロマ
修平（Ten） 坂口 昌優（Vn） ジドレ・オヴシュカイデ（Vn） 大澤 明（Vc）
レスピーギ
：リュートのための古風な舞曲とアリア
文江（Cl）
多田 由実子（Fl） 松井 晃子（Pf） 鶴見 彩（Pf）
ヴィヴァルディ ：四季より春
ほか
理琴乃（Pf） ガルガン・アンサンブル
石川県箏曲連盟

福井公演 心を奏でる筆、音にのせて 書家・金澤 翔子

全席指定：2,000円 小〜大学生：1,000円 車いす席：1,600円

会場／ ハーモニーホールふくい

金澤 翔子（書道）
福田 廉之介（Vn） 竹田 樹莉果（Vn） 平野 加奈（Pf）

書家コンサート 書と音楽の調べ

金澤 翔子（書道）
福田 廉之介（Vn） 竹田 樹莉果（Vn） 平野 加奈（Pf）

会場／ 音楽堂交流ホール

問 ハーモニーホールふくい

☎0776-38-8282

K4291 全席自由：500円
問 音楽祭チケットカウンター

☎076-232-8118

ダウン症として生まれながら、5才で書の道に入り一流の書家となった金澤 翔子。演奏と共に書を披露！

13：45
▼

15：15

注目

ガル！

15：30
▼

17：00

4
5

30㊎
1㊏

問 音楽祭チケットカウンター ☎076-232-8118
喜多郎
：シルクロード
ケテルビー
：ペルシャの市場にて
田中 祐子（指揮） オーケストラ・アンサンブル金沢 石川県箏曲連盟
カプア、マッツッキ：オー・ソレ・ミオ
李 彩霞（二胡） 笛田 博昭（Ten） ルドヴィート・カンタ（Vc）
：エスパニア・カーニ
北陸フラメンコ協会〈忠縄 美貴子、中川 恵子、平野 美希子、山本 純子 ほか〉 マルキーナ
ビゼー
：アルルの女第2組曲より ほか
木村 綾子（Sop、司会）、原田 勇雅（Bar、司会）
李 彩霞
ルドヴィート・カンタ

会場／ 音楽堂コンサートホール

ピアノコンサート in 金沢 vol.2
会場／ 音楽堂交流ホール

高岡公演「オペラ・アリアの世界」

山本 有希子（Sop） 小泉 詠子（Ms）
森 雅史（Bass）
田島 睦子（Pf）

ピアノコンサート in 赤羽 Vol.1

ピアノオーディション合格者
ゲスト：近藤 嘉宏（Pf）

▼

20：00
10：30
▼

12：00

14：00
▼

15：00
15：15
▼

16：15
▼

19：00
①14：00

14：00
▼

15：00

会場／ウイング・ウイング高岡

会場／ 北國新聞赤羽ホール

近藤 嘉宏 ピアノ公開レッスン①
会場／ 北國新聞交流ホール

近藤 嘉宏 ピアノ公開レッスン②
青島＆新垣 音楽トークバトル

▼

10：30
▼

12：30
▼

13：30
14：00
▼

15：15

片町きららコンサート

高岡公演「佐渡 建洋 ピアノリサイタル」
会場／ウイング・ウイング高岡

ピアノコンサート in 赤羽 vol.2
会場／ 北國新聞赤羽ホール

近藤 嘉宏 ピアノ公開レッスン③
会場／ 北國新聞交流ホール

17：00
▼

18：15
18：00
▼

20：00
①13：00

村治 奏一ギターリサイタル

▼

17：00
15：00
▼

16：00

注目

金沢蓄音器館公演

16：00

会場／こまつ芸術劇場うらら

須川 展也リサイタル

☎076-232-8118

問 音楽祭チケットカウンター

☎076-232-8118

AK5012 全席指定：1,000円 高校生以下：500円
問 音楽祭チケットカウンター
問 片町きらら

☎076-232-8118

☎076-222-0805

問（公財）
高岡市民文化振興事業団

北陸三県吹奏楽団体

問 音楽祭チケットカウンター

ピアノオーディション合格者
ゲスト：近藤 嘉宏（Pf）

無料

☎0766-20-1560

☎076-232-8118 ※雨天時は中止

無料

全席自由：1,000円 高校生以下：500円
近
藤
嘉
宏

問 音楽祭チケットカウンター

☎076-232-8118

問 音楽祭チケットカウンター

☎076-232-8118

無料

新実 徳英

新垣 隆

会場／ 津幡町文化会館
「シグナス」

ガル！

問 音楽祭チケットカウンター

竹田 樹莉果（Vn）
平野 加奈（Pf）

須川 展也（Sax） 小柳 美奈子（Pf）

※14：00より中学生選抜によるプレ公演あり

☎076-232-8118

☎076-232-8118

1,000円（要予約）
問 金沢蓄音器館

アクィユ・サクソフォンカルテット

村治 奏一（Gt）

AK5022 全席指定：2,000円 高校生以下：1,000円
問 音楽祭チケットカウンター

KG5021 全席自由：1,000円 高校生以下：500円

航空自衛隊 航空中央音楽隊

会場／ 石川県立美術館

☎076-232-8118

加羽沢 美濃

北川 聖子、
南 智恵子、能村 利恵子、岩井 久美（箏、十七弦）
一川 明宏、
明宏会

会場／ 金沢歌劇座

石川県立美術館コンサート

問 音楽祭チケットカウンター

全席指定：2,000円、高校生以下1,000円、当日券は+500円

佐渡 建洋（Pf）

池辺 晋一郎

会場／ 北國新聞赤羽ホール

13：30

☎076-232-8118

AK5021 全席指定：2,000円 高校生以下：1,000円

箏と金沢じょんから三味線

会場／ 金沢蓄音器館

問 音楽祭チケットカウンター

問 音楽祭チケットカウンター

新実 徳英
加羽沢 美濃（司会）

②15：00

☎076-232-8118

無料

会場／ 北國新聞赤羽ホール

航空中央音楽隊公演

問 音楽祭チケットカウンター

AK5011 全席指定：1,000円 高校生以下：500円

作曲家たちのひらめき大会
池辺 晋一郎
新垣 隆

☎0766-20-1560

無料

アクィユ・サクソフォンカルテット

近藤 嘉宏（Pf）

無料

全席自由：1,000円 高校生以下：500円

近藤 嘉宏（Pf）

会場／しいのき迎賓館 石の広場

☎0766-56-1515

問（公財）
高岡市民文化振興事業団

近藤 嘉宏（Pf）

会場／ 片町きらら

☎076-232-8118

全席指定：2,000円、高校生以下1,000円、当日券は+500円

青島 広志 新垣 隆
根来 かなう（Vn） 多田 由実子（Fl） 上田 智子（Hp）

会場／ 北國新聞赤羽ホール

吹奏楽の祭典

問（公財）
射水市文化振興事業団

鶫 真衣（Sop） 石川 公美（Sop）
直江 学美（Sop） 山田 ゆかり
（Pf） 加羽沢 美濃（司会）

会場／ 北國新聞赤羽ホール

②15：00

アクィユ・サクソフォンカルテット

鶫
真
衣

3人のディーヴァ揃い踏み！

10：00 16：00

12：00

3㊊㊗

会場／ 救急薬品市民交流プラザQQ Plaza

会場／ 北國新聞交流ホール

18：00

5

全席自由：1,000円 高校生以下：500円
問 音楽祭チケットカウンター

19：00

▼

5/3 14：00〜
ラポルトすず公演も
あるガルよ！

ピアノオーディション合格者
ゲスト：平野 加奈（Pf）

射水公演

13：30

2㊐

C4291 S：3,000円／A：2,000円

（※式典／13：45 コンサート／14：00）

14：00

12：30

5

オープニング コンサート

☎076-232-3066

問 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会(石川県文化振興課内)

☎076-225-1371

無料

一般：2000円、高校生以下：1000円全席自由席（当日会場受付で指定）
問 こまつ芸術劇場うらら

☎0761-20-5500

全席自由：一般2,000円、学生：1,000円
問 津幡町文化会館
「シグナス」 ☎076-288-8526

5

本公演スケジュール
公演番号の見方

C5031

C 5 03 1

ホール 月

日

回

C：コンサートホール AK：北國新聞赤羽ホール
H：邦楽ホール K：交流ホール KG：金沢歌劇座

石川県立音楽堂

石川県立音楽堂

コンサートホール

邦楽ホール

1560席

C …コンサートホール

※S席は１階・２階 A席は3階です。
C5031 S：2,500円／A：2,000円

H …邦楽ホール

ビゼー

アレグリアス、ソレア、セビジャーナス
スペインの情熱の踊りでハイテンション！

12：50〜13：40

13：10 〜14：00

宮田 大チェロリサイタル

イタリア・オペラ序曲集

ロッシーニ：泥棒かささぎ序曲

ピアソラ：ブエノスアイレスの夏

ニャタリ：チェロとギターのためのソナタ

ほか

ヴェルディ：運命の力序曲

マスカーニ：カヴァレリア・ルスティカーナ

ほか

大萩 康司（ギター）

宮田&大萩、新時代の旗手がそろい踏み！

15：30〜16：20

ローマの松

K5033 1,000円

公美（Sop） 近藤 洋平（Ten）
昌優（Vn） ルドヴィート・カンタ（Vc）
ひろみ（Fl） 竹田 理琴乃（Pf）
智子（Hp）

ラヴェル

サラサーテ ：カルメン幻想曲よりハバネラ

シャンソン ：パリの空の下

トセリ

ビゼー

ための作り話（初演）

リーダー・ヴァイオリン：アビゲイル・ヤング

四季

レスピーギ：交響詩 ローマの松

ヴィヴァルディ：

左手のオーディション最優秀者！
大曲・交響詩「ローマの松」を！

公募作品の世界初演！歴史的瞬間の立ち会い
アビゲイル・ヤングのリーダーコンマスを堪能！

オペラ・アリア紅白歌合戦！
田中 祐子、辻 博之（指揮）
兵庫芸術文化センター管弦楽団

腰越
竹多
鶫
小泉
鳥木

満美（Sop）
倫子（Sop）
真衣（Sop）
詠子（Ms）
弥生（Ms）

笛田
近藤
糸賀
三戸
原田

北陸から南欧へ！
藤間
藤舎
北村
望月

博昭（Ten）
洋平（Ten）
修平（Ten）
大久（Bar）
勇雅（Bar）

ドビュッシー：月の光
ショパン

秋山 和慶

広上 淳一

田中 祐子

板倉 康明

ⒸGreg Sailor

：幻想ポロネーズ
：舟歌

トゥリーナ ：ピアノ三重奏曲第2番 Op.76
近藤嘉宏！ソロとトリオ、
２つの顔を堪能しよう

ゲスト：瀬川 泰代（左手Pf）

（順不同）

日本の伝統文化を肌で感じる南欧の風

ⒸAyane Shindo

モンポウ、アルベニスの
美しいピアノ作品にのせ、
新垣隆が語る日々の徒然

ほか

石川 公美（Sop、司会）、森 雅史（Bs、司会）
日本を代表する歌手勢ぞろい！

近藤 嘉宏（Pf）
福田 廉之介（Vn） ルドヴィート・カンタ（Vc）

新垣 隆（Pf）

信乃輔、孝藤 左近、前田 慶次郎（舞踊）
眞衣（笛）
雅恋（箏）
太満衛（囃子）

北前星物語
獅子
エトピリカ

ほか

18：00〜18：50
新垣 隆 ピアノと私

18：10〜19：00

18：40〜20：00

メヌエット

指揮者

K5035 1,000円

H5034 2,000円

C5034 S：2,500円／A：2,000円

：嘆きのセレナーデ

：アルルの女 第2組曲より

16：00〜16：50
近藤 嘉宏ピアノコンサート

柴田 誠太郎 ：三味線とオーケストラの

：左手のための協奏曲

オーケストラ・アンサンブル金沢

K5034 1,000円

板倉 康明（指揮）
本條 秀慈郎（三味線）
オーケストラ・アンサンブル金沢

秋山 和慶（指揮）
児嶋 顕一郎（Pf）
池辺 晋一郎（司会）
大阪フィルハーモニー交響楽団

Ⓒ飯島 隆

徳田秋聲はクラシックを愛した！

ヴィヴァルディ：四季

15：50〜16：40

兵庫芸術文化センター管弦楽団

０才から入場可
小学生以下 無料

イタリアンバロックをガルガンアンサンブルで！
意外なプレイヤーに会えるかも？！

H5033 2,500円
C5033 S：2,500円／A：2,000円

Ⓒ飯島 隆

青島ガイドによるヴィヴァルディ

石川
坂口
藤井
上田

：ナブッコ序曲

序曲とは・ギュッと詰まった・オペラかな！

12：00〜12：50

14：00〜14：50
徳田 秋聲生誕150年記念

：シチリア島の夕べの祈り序曲

宮田 大（チェロ）

大阪フィルハーモニー交響楽団

ボッテジーニ ：グランデュオ・コンチェルタンテ

サティ ：ジュ・トゥ・ヴ

ミヨー ：コルコバド

K5032 500円

ヴィヴァルディ：四季より春
：2つのフルートのための協奏曲

宮田 大（Vc） 大萩 康司（Gt）

板倉 康明（指揮）
兵庫芸術文化センター管弦楽団
加羽沢 美濃（司会）

直江 学美（Sop）
案内役:塚田 誉（KTK）

司会:青島 広志
ガルガン・アンサンブル（弦）
福田 廉之介（Vn） 岡本 潤（Cb） 平野 加奈（Pf）

H5032 2,000円

C5032 S：2,500円／A：2,000円

０才から入場可
小学生以下 無料

おなじみのアニメ・ソングをメドレーで

徳永 健太郎・徳永 康次郎（Gt）
有田 圭輔（カンテ：唄） 中原 潤（ダンス）

南仏〜スペインの魅力いっぱい！

※全席自由

金沢大学吹奏楽団
門田 宇（Bar）

ロドリーゴ：アランフェス協奏曲

：アルルの女第2組曲

300名

K …交流ホール

10：00〜10：50
キッズプログラム
アニメソングメドレー

北陸フラメンコ協会：
忠縄 美貴子、中川 恵子、
平野 美希子、山本 純子 ほか

広上 淳一（指揮）
村治 奏一（Gt）
オーケストラ・アンサンブル金沢

オーケストラ

石川県立音楽堂

K5031 500円

H5031 2,000円

フラメンコの世界

アランフェス協奏曲

小学生から入場可能（一部除く）
子ども割引♪ …小学生以下 500円引き

Monday

交流ホール
727席

10：10〜11：00

10：30 〜11：20

より間奏曲

3

月 祝

新垣 隆
才人新垣隆ふたたび登場！今年は何が飛び
出すのかな？

鈴木 織衛

垣内 悠希
ⒸJean Philippe Raibaud

南 欧 の 風 にのって
トップアーティストが 金

沢に
大集
合！
竹本 泰蔵

辻 博之

5

★各公演の左上に記載している C5031 等の記号は、公演番号です。
チケットをお求めの際にご 利用ください。
★開場時間は開演の30分前です。 ★終演時間はおおよその目安です。
★終演後は分散退場にご協力ください。 ★全公演指定席です。
（ K（交流ホール）を除く）
★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ご確認ください。

石川県立音楽堂

石川県立音楽堂

コンサートホール

邦楽ホール

1560席

C …コンサートホール

※S席は１階・２階 A席は3階です。
C5041 S：2,500円／A：2,000円

727席

H …邦楽ホール

渡邊 荀之助、渡邊 茂人、川瀬 隆士（能舞）
中村 香耶（ダンス）

辻 博之（指揮）
木村 綾子（Sop） 前澤 歌穂（Ms） 森 雅史（Bs）
鈴木 織衛（指揮）
兵庫芸術文化センター管弦楽団
ガルガン・アンサンブル（管弦）
ロッシーニ：ウィリアム・テル序曲

リズ ム の 魔 力 に 心 浮 き 立 つ こ れ ぞ 南 欧 の
ひとときを！

C5042 S：2,500円／A：2,000円

13：10〜14：00
秋山 和慶（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団
青島広志（司会）

ファリャ

音楽祭名物！毎年恒例の能舞と管弦楽との
コラボ

：三角帽子

10：00〜10：50
キッズプログラム
南欧の童話と音楽

北陸ジュニアオーケストラ祭
石川県ジュニアオーケストラ

ザ・ブリーズアドベンチャーズ！

猫の恩返しより

ガルガン・アンサンブル

千と千尋の神隠しより

ヴィヴァルディ：四季より春

となりのトトロより

レスピーギ ：

三浦 友理枝（Pf）

マスネ

：タイスの瞑想曲

：愛の言葉
サン = サ ーンスの エスプリとパ ロディが 詰
ドビュッシー：ピアノ三重奏曲より ほか
まった動物の謝肉祭！ ラヴェルのユーモア
と優雅な気品溢れるピアノ協奏曲を一度に！ ＯＥＫのレジェンド・トリオ、ブルーアイランド
の名司会で！
カサド

H5044 2,000円

ナポリターナ＆シャンソン集

18：30〜19：20
池辺 晋一郎ワールド

稲垣 絢子（Sop） 笛田 博昭（Ten） 近藤 洋平（Ten） 池辺 晋一郎（司会）
ジドレ・オヴシュカイデ（Vn）
黒崎 菜保子（左手Pf） 樋上 眞生（右手Pf）
ルドヴィート・カンタ（Vc） 藤井 ひろみ（Fl） 川崎 淳（Fl） 笠間 芙美（Hr） 松永 みなみ（Pf）
大竹 沙里（Pf）
ドビュッシー：子供の領分より

カタリカタリ
ジュ・トゥ・ヴ

ロッシーニ ：弦楽のためのソナタ第3番

ショパン

ほか

管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
公演はしごの後はイタリア・フランスの歌で
音楽史におけるプッチーニの偉大さを体感＆実感！ 豪華に楽しみたい！

ピ
ア
ノ

ボニ

：ノクターン第2番

：森の情景より

AK5043 2,000円

17：00〜18：00

須川 展也 ピアソラの世界！
須川 展也（Sax） 筒井 裕朗（Sax）
小柳 美奈子（Pf）

ピアソラ：アディオス・ノニーノ

K5045 1,000円

18：10〜19：00

蝶々さん
：腰越 満美（Sop）
ピンカートン ：糸賀 修平（Ten）
忘れな草
スズキ
：小泉 詠子（Ms）
愛の小径
シャープレス ：原田 勇雅（Bar）
バラ色の人生
ボンゾ
：森 雅史（Bs）
合唱
：東京オペラ・プロデュース合唱団

リュートのための古風な舞曲とアリア

金沢で活躍する坂口昌優を中心に若手弦楽
奏者、海外で活躍する奏者、元OEKメンバー
達で構成された特別ユニットによる珠玉の
弦楽バロック！

青島 広志（司会）
木村 かをり（Pf）
トロイ・グーギンス（Vn）
ルドヴィート・カンタ（Vc）

：ピアノ協奏曲

ラヴェル

ほか

16：30〜17：20
木村 かをりトリオ

相良 容子、山田 ゆかり（Pf）

ベルリオーズ ：ローマの謝肉祭序曲

14：00〜15：00
ガルガン・アンサンブル

K5044 1,000円

板倉 康明（指揮）
オーケストラ・アンサンブル金沢

ラヴェル

田中 祐子（指揮）

AK5042 2,000円

透明感あふれる歌声で心身ともにリフレッシュ！

サン=サーンス：動物の謝肉祭

18：50〜20：00

奈 良 時 代 から 雅 楽 を 世 襲し て 来 た 楽 家 に
生まれた東儀秀樹。雅楽にとどまることなく
あらゆる音 楽ジャンルを自らの 音 楽に取り
込 む 彼 は 、何 を やって も 絵 に なるア ーティ
ストなのだ。

０才から入場可
小学生以下 無料

14：00〜14：50

15：30〜16：20

秋山 和慶（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団
加羽沢 美濃（司会）

オペラ「蝶々夫人」ハイライト

ⒸAyako Yamamoto

崖の上のポニョより

ラヴェル：ピアノ協奏曲

C5044 S：2,500円／A：2,000円

東儀 秀樹

ディズニー・メドレー

ザ・ブリーズアドベンチャーズ

15：50〜16：40

ラヴェル 、興 奮 のリズ ム「 ボレロ 」とローマ
三部作

０才から入場可
小学生以下 無料

K5043 500円

元禄花見踊（素囃子）
古都（箏）
編曲長唄 越後獅子（合奏）

H5043 2,500円

：交響詩 ローマの噴水

篳篥の魅力

今年もジュニアの力を発揮します！

金沢素囃子保存会 杵望会
石川県箏曲連盟

大フィルの響きだ！ローマ三部作祭だ！

レスピーギ

雅楽師・東儀 秀樹

ひちりき

阿部 篤志（Pf）

魔女の宅急便より

：ボレロ

東儀 秀樹リサイタル

語り：大橋 のり子
Sop：新平 衣里

12：50〜13：40

金沢が誇る伝統の邦楽２団体が登場！

ローマの噴水

11：00〜12：00

「ロメオとジュリエット」

レスピーギ：交響詩 ローマの祭り

C5043 S：2,500円／A：2,000円

オブリビオン
リベルタンゴ
エスクアロ（鮫）
天使のミロンガ

ⒸAkira Muto

近藤 嘉宏

三浦 友理枝
ⒸYuji Hori

児嶋 顕一郎

ほか

ほか

池辺節炸裂！初挑戦！左手だけと右手だけの
ピアニストが連弾

イタリア移 民 の 子として 生まれ 、バロック、
クラシ カ ル 、ジャズ 要 素 を 取り入 れ タンゴ
革命を成し遂げたピアソラ。演奏はsax奏者
No.1須川ファミリー！

管
楽
器

弦
楽
器

舘野 泉

504席

０才から入場可
小学生以下 無料 AK5041 2,000円

チャイコフスキー：幻想的序曲

H5042 2,000円

いしかわの邦楽

ローマの祭り

AK …北國新聞赤羽ホール

※全席自由

12：00〜12：50

：ミニョンより君よ知るや南の国
ほか

300名

K …交流ホール

K5042 500円

：恋は魔術師より火祭りの踊り

シャブリエ：狂詩曲スペイン

北國新聞赤羽ホール

音楽に乗ってイソップ物語を楽しもう

ポンキエッリ：ジョコンダより時の踊り

トマ

石川県立音楽堂

K5041 500円

H5041 2,000円

能舞「アルルの女」

狂詩曲《スペイン》

Webアンケートにご協力ください！

Tuesday

交流ホール

10：10〜11：00

10：30 〜11：20

ファリャ

4

火 祝

木嶋 真優（ヴァイオリン） 村治 奏 一（ギター）
ⒸKINYA OTA（MILD）

須川 展也（サックス）

【声域、楽器 略記号】

Vn :ヴァイオリン
Bar :バリトン Bass :バス
Sop：ソプラノ Ms :メゾソプラノ Ten:テノール
Cb ：コントラバス Gt :ギター
Fl ：フルート Cl :クラリネット
Va :ヴィオラ Vc :チェロ
Tp :トランペット Hrp :ハープ
Hr ：ホルン
Pf :ピアノ
Sax :サックス

石川県立音楽堂

石川県立音楽堂

コンサートホール
※S席は１階・２階 A席は3階です。
C5051 S：2,500円／A：2,000円

H …邦楽ホール

サン＝サーンス：チェロ協奏曲
垣内 悠希（指揮）
宮田 大（Vc）
オーケストラ・アンサンブル金沢
フォーレ

：ペレアスとメリザンドより

ドビュッシー

：小組曲

シシリエンヌ

サン=サーンス：チェロ協奏曲第1番

4才から入場可

ジブリの思い出がいっぱい！
鈴木 織衛（指揮）
ガルガン・アンサンブル（管弦）
ザ・ブリーズアドベンチャーズ

イタリア・フランス映画音楽特集
竹本 泰蔵（指揮）

兵庫芸術文化センター管弦楽団

もののけ姫
耳をすませば
天空の城ラピュタ
となりのトトロ
より

“プレリュードとララのテーマ”

ルグラン ：シェルブールの雨傘
モリコーネ ：ニュー・シネマ・パラダイスより

ワンス・アポン・ア・タイム・
イン・アメリカより

左手のピアノコンサート
樋上 眞生（Pf）
瀬川 泰代（Pf）
黒崎 菜保子（Pf）

OEKカルテット：
坂本 久仁雄・トロイ・グーギンス（Vn）、
丸山 萌音揮（Va）、ソンジュン・キム（Vc）
カレヴィ・アホ：

ピアノ五重奏曲 MYSTERIUM

ほか

TVで大活躍の木嶋真優、ヴァイオリンの名手
の真価がここに！

C5054 S：2,500円／A：2,000円

18：40〜20：00
クロージング・コンサート

オペラ
「カルメン」ハイライト
鈴木 織衛（指揮）
兵庫芸術文化センター管弦楽団
カルメン ：鳥木 弥生
ミカエラ ：木村 綾子
フラスキータ：東 園
合唱

ホセ
：笛田 博昭
エスカミリオ：三戸 大久
メルセデス ：前澤 歌穂

：東京オペラ・プロデュース合唱団

児童合唱 ：子どものための
創作オペラ劇場声楽コース
音楽祭の締めくくりは超ドラマチックに
「カルメン」の 世 界だ！

０才から入場可
小学生以下 無料

笛田 博昭（テノール）

竹多 倫子（ソプラノ）

糸賀 修平（テノール）
ⒸTaira Tairadate

みんなで元気いっぱいに楽しもう！

K5053 1,000円

14：00〜14：50
加羽沢 美濃による音楽会

石川 公美（ソプラノ）

近藤 洋平（テノール）

木村 綾子（ソプラノ）

三戸 大久（バリトン）

鳥木 弥生

原田 勇雅（バリトン）

加羽沢 美濃（Pf）
ゲスト：東儀 秀樹
カッチーニ ：アヴェマリア

加羽沢 美濃：ガルガンちゃんの歌

ほか

想定外の何かに出会える？加羽沢ワールド！

K5054 1,000円

16：00〜16：50
村治 奏一ギターリサイタル

古関 裕而の世界

ほか

腰越 満美（ソプラノ）

直江 学美（Sop） 北方 寛丈（Pf）
踊り・バレエ
案内役：松村 玲郎（MRO）

15：30〜16：20

木嶋 真優（Vn）
辻 博之（指揮） オーケストラ・アンサンブル金沢
加羽沢 美濃（司会）

０才から入場可
小学生以下 無料

トリオで南欧へ！ 青島 広志（司会）

12：00〜12：50
キッズプログラム
親子で楽しむ南欧の風
̲ 踊り・音楽・祭り̲

H5053 2,000円

木嶋 真優 による
ヴァイオリン名曲集

10：00〜10：50

K5052 500円

今 な お 色 褪 せ な い 黄 金 時 代 の フ ランス・ 制約はイノベーションの母！
イタリア映画音楽！

15：50〜16：40

※全席自由

ほか

ニノ・ロータ：ゴッドファーザー組曲より ほか

C5053 S：2,500円／A：2,000円

300名

K …交流ホール

金 沢 で 実 現した 、異 色 な組 み 合 わ せトリオ
チームの名曲！迷曲！が並ぶ。必聴！

舘野 泉（Pf）

ジャール ：ドクトル・ジバゴ より

歌手

石川県立音楽堂

富田 祥（Vc）
根来 かなう（Vn）
多田 由実子（Fl） 李 彩霞（二胡）
北川 聖子（箏）
上田 智子（Hrp）

12：50〜13：40

13：10〜14：00

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。あらかじめご了承ください。

Wednesday

K5051 500円

H5051 2,000円

ジブリの世界が音楽堂にやってきた！
室内オーケストラだから活きる珠玉の作 品
と宮田 大のチェロ
H5052 2,000円

C5052 S：2,500円／A：2,000円

水 祝

交流ホール
727席

10：10〜11：00

10：30 〜11：20

モンティ：チャールダーシュ
ファリャ ：スペイン舞曲

5

邦楽ホール

1560席

C …コンサートホール

5

鶫 真衣（Sop）
石川 公美（Sop）
近藤 洋平（Ten） 原田 勇雅（Bar）
門田 宇（Bar）
森 雅史（Bass）

村治 奏一（Gt）
タレガ

指揮：柴田 昌宜
伴奏：陸上自衛隊中部方面音楽隊より

：アルハンブラの想い出

マンシーニ：ひまわり

児童合唱：子どものための創作オペラ劇場
声楽コース

朝ドラでの記憶も新しい古関裕而の世界を
実力派歌手たちが魅せる！

H5054 2,000円

バッハ

：パルティータ第2番

ほか

（メゾ・ソプラノ）

クラシック・ギターの音色をたっぷりと

ⒸFlavio Gallozzi

K5055 1,000円

18：00〜18：50
サクソフォン＆ブラス

18：10〜19：00

東儀 秀樹と
ガルガンアンサンブル

青島 広志（司会）
アクィユ・サクソフォンカルテット
かがやきブラス

ひちりき

篳篥と弦楽の響き

モリコーネ ：ニュー・シネマ・パラダイスより

小泉 詠子（メゾ・ソプラノ）門田 宇（バリトン）

：戦いの組曲より

東儀 秀樹（篳篥［ひちりき］）
ガルガン・アンサンブル（弦）

シャイト

鬼滅の刃より炎

ガーシュウィン：パリのアメリカ人

ベルガマスクのカンツォーン
ほか

Iʼm with you
リベルタンゴ

ほか

雅楽師、東儀の世界を！

音楽祭には欠かせないメンバーたちが登場！

伝
統
芸
能

前澤 歌穂（メゾ・ソプラノ）森 雅史（バス）

合
唱

渡邊 荀之助（能舞）

藤間 信乃輔（日本舞踊） 一川 明宏（三味線）

北川 聖子（箏）

本條 秀慈郎（三味線）

東京オペラ・プロデュース合唱団

