
すんご
いソリス

トが大集合！

無料13：30 七尾公演
会場／能登演劇堂

木村 綾子（Sop）　近藤 洋平（Ten）
相良 容子（Pf）　　池辺 晋一郎（司会）

要整理券
能登演劇堂　☎0767-66-2323問

14：00
       ▼

15：00
高岡・城東音楽院公演
会場／城東音楽院ホール飛翔

木米 真理恵（Pf）
大澤 明（Vc）

無料

木村 綾子（Sop）　近藤 洋平（Ten）
相良 容子（Pf） 

三谷産業株式会社総務課　☎076-233-2151問
12：15
       ▼

13：00
三谷産業ランチタイムコンサート
会場／三谷産業株式会社 金沢本社 1階ラウンジホール

①14：30
②16：30

金沢蓄音器館公演①
会場／金沢蓄音器館

多田 由実子（Fl）
山田 ゆかり（Pf）

1,000円（要予約）

①14：30
②16：30

金沢蓄音器館公演②
会場／金沢蓄音器館

李 彩霞（二胡）
清水 史津（Pf）　高柳 圭（Ten）

1,000円（要予約）

金沢蓄音器館　☎076-232-3066問

全席指定：2000円
城東音楽院ホール　☎0766-22-6522問

14：00 小松公演／歌声にひたるひととき
会場／こまつ芸術劇場うらら

熊田 祥子（Sop）　秋本 悠希（Ms）
澤武 紀行（Ten）　松永 みなみ（Pf）

全席自由：2,000円　高校生以下：1,000円
こまつ芸術劇場うらら　☎0761-20-5500問

金沢蓄音器館　☎076-232-3066問

無料17：00 輪島市公演
会場／石川県輪島漆芸美術館

アクィユ・サクソフォンカルテット　仲谷 響子（Ms）
石川県輪島漆芸美術館  ☎0768-22-9788問

14：00 春の三重奏 總持寺物語
会場／曹洞宗大本山 總持寺祖院

アクィユ・サクソフォンカルテット　仲谷 響子（Ms） 要拝観料（門前町在住者は無料）
總持寺祖院　☎0768-42-0005問

14：00 高岡公演「富山ゆかりの演奏家たち
　　　　　～風と緑と3人のミューズたち」
会場／勝興寺本堂

西田 宏美（Cl）
櫻井 涼子（Vn）
大久保 リナコ（マリンバ）

全席自由1,000円  中学生以下無料・要事前申込（前売、当日500円高）
※拝観料500円含む　3才以上入場可

（公財）高岡市民文化振興事業団　☎0766-20-1560問

18：30 高岡公演「リベルテ特別公演
　　    ～ロマン派の珠玉のオペラとカルメンを～」
会場／ウイング・ウイング高岡

石川 公美（Sop） 鳥木 弥生（Ms）
城 宏憲（Ten） 門田 宇（Bar）
森 雅史（Bass） 岩渕 慶子（Pf）

全席指定2,000円　高校生以下1,000円（前売、当日500円高）
未就学児入場不可　※親子室1家族様まで可（先着順・要事前申込）

（公財）高岡市民文化振興事業団　☎0766-20-1560問

10：00
       ▼

16：00
吹奏楽の祭典
会場／しいのき迎賓館 石の広場

無料

無料

14：00
       ▼

16：30
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

3 12 ㊏

4 16 ㊏

ピアノオーディション合格者
ゲスト：田島 睦子（Pf）

4 24 ㊐

4 26 ㊋
4 27 ㊌

10：30
       ▼

12：00
ピアノコンサート in 金沢vol.2（AM）　
会場／音楽堂コンサートホール

ピアノオーディション合格者
ゲスト：田島 睦子（Pf）　木米 真理恵（Pf）
ブラームス ：ハンガリー舞曲 第5番（田島）
シューベルト ：３つの軍隊行進曲 第1番（連弾） ほか

4 30 ㊏

19：00
       ▼

20：30
4 28 ㊍

いよいよ始ガル！

エリア・プレイベント公演スケジュール 
北陸がクラシック音楽一色に染まる祭典！

全席自由：3,000円 高校生以下1,500円

14：00
       ▼

16：30

19：00
       ▼

20：00

ピアノコンサート in 津幡
会場／津幡町文化会館 シグナス

ピアノオーディション合格者
ゲスト：近藤 嘉宏（Pf）

全席自由：1,000円  高校生以下：500円 3才から入場可
津幡町文化会館「シグナス」　☎076-288-8526問

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

どなたでも観覧できます（要水族館入館料）
のとじま水族館  ☎0767-84-1271問

無料
加賀屋  ☎0767-62-1111問

4 29 ㊎㊗

14：00 福井公演
会場／ハーモニーホールふくい

金子 三勇士（Pf）
ピアノオーディション合格者

全席指定：2,000円  小～大学生：1,000円  車椅子席：1,600円
ハーモニーホールふくい　☎0776-38-8282問

14：00 珠洲公演
会場／ラポルトすず

ガルガン木管アンサンブル 一般：1,000円　高校生以下500円
珠洲市音楽文化協会　☎080-8999-5600問

14：00 能美公演～カルメン・ハイライト
会場／能美市根上総合文化会館「タント」

一般：1,000円　高校生以下500円
能美市根上総合文化会館　☎0761-55-8550問

18：30 津幡公演「浜松聖星高校ブラス公演！」
会場／津幡町文化会館「シグナス」

浜松聖星高等学校吹奏楽部 全席自由：1,000円   高校生以下500円
津幡町文化会館「シグナス」　☎076-288-8526問

15：00 高岡公演「宮田 大 チェロコンサート」
会場／ウイング・ウイング高岡

全席指定2,500円  高校生以下1,000円（前売、当日500円高）
未就学児入場不可

※親子室1家族様まで可（先着順・要事前申込）

（公財）高岡市民文化振興事業団　☎0766-20-1560問

5 1㊐

5 2㊊

13：00
       ▼

14：00
3人のディーヴァたち
会場／北國新聞赤羽ホール

鶫 真衣（Sop）
木村 綾子（Sop）  稲垣 絢子（Sop）

全席指定：2,000円 高校生以下：1,500円AK２
音楽祭チケットカウンター　☎076-232-8118問

15：00
       ▼

16：00
シューベルト ピアノ五重奏曲「ます」
会場／北國新聞赤羽ホール

篠原 悠那（Vn） 中村 翔太郎（Va）　荒井 結（Vc）
岡本 潤（Cb） 平野 加奈（Pf）

全席指定：2,000円 高校生以下：1,500円AK3
音楽祭チケットカウンター　☎076-232-8118問

前夜祭「滝の白糸」ハイライト
会場／北國新聞赤羽ホール

木村 綾子（Sop） 鳥木 弥生（Ms）　高柳 圭（Ten） 
近藤 洋平（Ten）　森 雅史（Bass）  岩渕 慶子（Pf） 

全席指定：2,000円 高校生以下：1,500円AK1

音楽祭チケットカウンター
☎076-232-8118

問

14：00
       ▼

16：00
市民オーケストラの祭典
会場／音楽堂コンサートホール

全席自由：2,000円  高校生以下：1,000円C01

近
藤 

嘉
宏 17：30

       ▼

19：00
作曲家たちのひらめき大会
会場／北國新聞赤羽ホール
池辺 晋一郎　新実 徳英
新垣 隆　　　加羽沢 美濃（司会）

全席指定：2,000円 高校生以下：1,500円AK4
音楽祭チケットカウンター　☎076-232-8118問

13：45
       ▼

15：15
オープニング コンサート S：3,000円／A：2,000円OP
会場／音楽堂コンサートホール 音楽祭チケットカウンター　☎076-232-8118問

（※式典／13：45　コンサート／14：00）

全席自由：1,000円  高校生以下：500円 3才から入場可
（一財）穴水町文化・スポーツ振興事業団

☎0768-52-3401
問

全席自由：1,500円  3歳以上小学生以下：500円（2歳以下は無料 要整理券）

11：30
       ▼

12：00
サクソフォン・デュオ！
会場／金沢市文化ホール  中庭広場

3 19 ㊏ 筒井 裕朗（Sax）
大徳 美幸（Sax） ケィ・シィ・エス  ☎076-224-4141問

19：00 木米真理恵デビュー10周年記念
ピアノリサイタル
会場／音楽堂交流ホール

3 20 ㊐ 木米 真理恵（Pf）

シューマン：謝肉祭「４つの音符による面白い情景」Op.9

全席自由：2,000円  高校生以下：1,000円
3才から入場可

16：00
       ▼

18：00
ショパンコンクールへの道
会場／金沢市文化ホール  大ホール 

竹田 理琴乃（Pf）

ショパン：ノクターン第8番
ショパン：マズルカ第22番、第24番、第25番
ショパン：アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ

石川県立音楽堂チケットボックス
                ☎076-232-8632

問

ケィ・シィ・エス  ☎076-224-4141問

無料14：00
       ▼

14：50
スペシャルトーク 音楽祭の見どころ・聴きどころ
会場／金沢市文化ホール  3F大会議室

加羽沢 美濃（作曲家）
山田 正幸（エグゼクティブ・プロデューサー）

0才から入場できます

要事前予約 

無料13：00
       ▼

13：30
イオンモール白山ストリートピアノ vol.1
会場／イオンモール白山 1F

多田 由実子（Fl）
山田 ゆかり（Pf） イオンモール白山事務所  ☎076-216-1350問

どなたでも観覧可能

無料13：00
       ▼

13：30
イオンモール白山ストリートピアノ vol.2
会場／イオンモール白山 1F

多田 由実子（Fl）
山田 ゆかり（Pf）  大竹 沙里（Pf） イオンモール白山事務所  ☎076-216-1350問

どなたでも観覧可能

無料13：00
       ▼

13：30
イオンモール白山ストリートピアノ vol.3
会場／イオンモール白山 1F

ジドレ・オヴシュカイテ（Vn）　ダニエリス・ルビナス（Cb）
清水 史津（Pf） イオンモール白山事務所  ☎076-216-1350問

どなたでも観覧可能

無料
金沢港クルーズターミナル  ☎076-225-7030問

どなたでも観覧可能

全席自由：3,000円  高校生以下：2,000円

石川県立音楽堂チケットボックス  ☎076-232-8632問

未就学児入場不可

全席自由：1,000円  高校生以下：500円
3才から入場可

ショパン：ポロネーズ第1番、第5番
ショパン：ポロネーズ第6番「英雄」、第7番「幻想」ほか

14：00
       ▼

16：30

14：00
       ▼

16：00

ピアノコンサート in 金沢vol.1
会場／音楽堂交流ホール

3 21 ㊊㊗ ピアノオーディション合格者  ゲスト：山田 ゆかり（Pf）、大竹 沙里（Pf）
メンデルスゾーン：アンダンテと華麗なるアレグロ
 Op.92（連弾）ほか

全席自由：1,000円  高校生以下：500円
3才から入場可

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

問

3才から入場可

音楽祭チケットカウンター　☎076-232-8118問

11：00
       ▼

12：00
キッズプログラム「ブレーメンの音楽隊」
会場／内灘町文化会館

4 10 ㊐ 直江 学美（Sop）
北方 喜旺丈（Pf）
松村 玲郎（司会・お話）　ほか

0才から入場できます

①11：00
②13：00
③15：00

ベイサイド音楽祭Vol.1
会場／金沢港クルーズターミナル かがやきブラス

無料
金沢港クルーズターミナル  ☎076-225-7030問

どなたでも観覧可能
①11：00
②13：00
③15：00

ベイサイド音楽祭Vol.2
会場／金沢港クルーズターミナル 金沢桜丘高校吹奏楽部

鶫 真衣 童謡コンサート
会場／音楽堂コンサートホール

オーケストラ・アンサンブル金沢
鶫 真衣（Sop）  五郎部 俊朗（Ten）
李 彩霞（二胡） 柴田 昌宜（指揮）

花、　夏は来ぬ、　赤とんぼ、　犀川
ふるさと、　手紙、　犬のおまわりさん

透き通るソプラノボイスで歌う、美しき日本の心

シューマン ：アラベスク ハ長調 Op.18
ショパン ：ワルツ イ短調 遺作
ブラームス ：間奏曲 イ長調 Op.118-2
ブラームス ：間奏曲 変ホ短調 Op.118-6

4 13 ㊌ 19：00 ピアノコンチェルト大会
会場／石川県立音楽堂コンサートホール

近藤 嘉宏（Pf）　小松 長生（指揮）  オーケストラ・アンサンブル金沢
ピアノオーディション合格者：中村 陽葵、 川下 心鈴、 堀田 夏稀、 亀田 乃彩

ショパン：ピアノ協奏曲第2番（近藤）
線路は続くよどこまでも、 ちょうちょ、
ロンドン・ブリッジ、 若きショパン風ピアノ協奏曲第2番

4 17 ㊐
白山公演
会場／白山市松任学習センタープララ

石川 公美（Sop） 近藤 洋平（Ten）
松永 みなみ（Pf）

4 22 ㊎
13：30 能登島公演

会場／のとじま水族館
根来 かなう（Vn）　富田 祥（Vc）
相良 容子（Pf）

20：00 加賀屋公演
会場／和倉温泉 加賀屋 ロビーラウンジ

根来 かなう（Vn）　富田 祥（Vc）
相良 容子（Pf）

4 23 ㊏

4 24 ㊐ 榊 真由（指揮）

J.シュトラウスⅡ ：「こうもり」序曲
エルガー ：「威風堂々」第1番

チャイコフスキー ：「白鳥の湖」より
ブラームス ：交響曲 第1番 ほか

金沢が浪漫に染まる！音楽祭前夜 オペラ「滝の白糸」が大正ロマンの世界へいざなう！

音楽祭チケットカウンター　☎076-232-8118問

石川・富山・福井
同日開催！
オープニング
ファンファーレ

金沢1 ①10：30  ②12：20

金沢大学フィルハーモニー管弦楽団

ウェーバー ：舞踏への勧誘
メンデルスゾーン ：歌の翼に
シューベルト ：ます、魔王 ほか
シューマン ：トロイメライ

ショパン ：レ・シルフィードよりヴァリエーション
ブラームス ：大学祝典序曲
ワーグナー/メンデルスゾーン：結婚行進曲
リスト ：ハンガリー狂詩曲 第2番

音楽祭チケットカウンター　☎076-232-8118問

全席自由：2,000円  高校生以下：1,000円
3才から入場可

音楽祭チケットカウンター
       ☎076-232-8118

問

全席自由：1,000円  高校生以下：500円
3才から入場可

音楽祭チケットカウンター　☎076-232-8118問

15：00
       ▼

16：30
ピアノコンサート in 金沢vol.2（PM）　
会場／音楽堂コンサートホール

ピアノオーディション合格者
ゲスト：田島 睦子（Pf）　木米 真理恵（Pf）
シューマン ：ピアノソナタ 第1番（木米）
ブラームス ：ハンガリー舞曲 第2,6番（連弾） ほか

北陸三県吹奏楽団体
音楽祭チケットカウンター

☎076-232-8118
問浜松聖星高校、富山商業高校、北陸高校、金沢学院大学附属高校、金沢桜丘高校、遊学館高校、

小松明峰高校、小松市立高校、金沢大学、小松市民吹奏楽団、百萬石ウィンドオーケストラ

池
辺 

晋
一
郎

新
実 

徳
英

新
垣  

隆

加
羽
沢 

美
濃

鶫 

真
衣

五
郎
部 

俊
朗

李 

彩
霞

柴
田 

昌
宜

宮田 大（Vc）　大田 翔（Ten）
西尾 真実（Pf）

ビゼー ：「カルメン」より「セギディーリャ」
サン＝サーンス ：「サムソンとデリラ」より
  「あなたの声に私の心は開く」
カッチーニ ：アヴェ・マリア　　　　　  ほか

市民オーケストラ諸団体による合同演奏／石川フィルハーモニー交響楽団
金沢弦楽合奏団　金沢交響楽団　金沢室内管弦楽団　管弦楽団オルビスNOTO
小松シティ・フィルハーモニック　メディカルオーケストラ金沢

木
米 

真
理
恵

川崎 惇（Fl） 松永 彩子（Cl）
笠間 芙美（Hr） 柳浦 慎史（Fg）
田嶋 翠（Perc）

石川 公美（Sop） 鳥木 弥生（Ms） 城 宏憲（Ten） 
門田 宇（Br） 森 雅史（Bass） 岩渕 慶子（Pf）

田中 祐子（指揮）　OEK祝祭オーケストラ
金子 三勇士（Pf）　クリストフ・コンツ（Vn）　小林 沙羅（Sop）
コンスタンティン・インゲンパス（Br）　北野 友里夏（バレエ）
木村 綾子（司会）　高柳 圭（司会）

会場／音楽堂交流ホール
金沢2 ①11：00 ②13：00 ③15：00

遊学館高等学校吹奏楽部
会場／金沢港クルーズターミナル 2Fデッキ

富山・福井 11：00
会場／ JR高岡駅（野村小学校）
 富山県美術館（八尾高校）
 JR福井駅（福井工大福井高校）

無料 無料

音楽祭チケットカウンター　☎076-232-8118問

（要氏名・連絡先記入）

シューベルト：鱒、夜と夢
R. シュトラウス：献呈

ピアノオーディション合格者：
金井 千紗、 上岸 怜央奈・垣坂 心美（連弾）、 国沢 芽依、 梶 愛海、 寺松 未夢、 西谷 茉優・山﨑 伸代（連弾）

[賛助]金沢大学フィルハーモニー管弦楽団

注目
ガル！

注目
ガル！

大注目
 ガル！

大注目
 ガル！

注目
ガル！



バルトーク国際コンクール・グランプリ！
金子三勇士が鍵盤の魔術師となる！

本公演スケジュール

6年連続全国吹奏楽コンクール出場！フレッ
シュなブラスサウンドが本公演の幕を開ける！

歌劇「ロザムンデ」と能「高砂」で魅せる時空
を超えた二つの絆！

古典派からロマン派へ～ベートーヴェンが
切り拓いたクラシック音楽の新天地！

中学生以上：1,000円  小学生以下要整理券C11
9：45～10：50
フレッシュ！
浜松聖星高校ブラス！
浜松聖星高等学校吹奏楽部
［賛助］金沢学院大学附属高校吹奏楽部

土屋 史人（指揮）
スッペ ：「軽騎兵」序曲
宮川 彬良 ：大ラッパ供養

S：2,500円／A：2,000円C12
12：50～13：40
バリー・ダグラス
円熟のチャイコフスキー
田中 祐子（指揮）
バリー・ダグラス（Pf）
セントラル愛知交響楽団

ウェーバー ：魔弾の射手 序曲 
チャイコフスキー ：ピアノ協奏曲
  第１番

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
1560席 727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

子ども割引♪…高校生以下 500円引き
小学生から入場可能（一部除く）35 Tuesday

火 祝 45 Wednesday

水 祝

※S席は１階・２階  A席は3階です。 ※S席は１階・２階  A席は3階です。
C …コンサートホール H …邦楽ホール 504席

北國新聞赤羽ホール

AK …北國新聞赤羽ホール1560席 727席C …コンサートホール H …邦楽ホール

★各公演の左上に記載している　　　    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。（　　　　　　　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。

K（交流ホール）

C11

S：2,500円／A：2,000円C13
15：50～16：40
金子三勇士 リストピアノ協奏曲
～19世紀ロマン派の真髄を聴く～
ミハイル・アグレスト（指揮）
金子 三勇士（Pf）
オーケストラ・アンサンブル金沢
シューベルト ：交響曲「未完成」
リスト ：ピアノ協奏曲第1番
19世紀ロマン派を味わい尽くす！ 煌めく
ピアノ技巧とカラフルなオーケストラ！

S：2,500円／A：2,000円C14
18：30～19：30
浪漫を歌う！紅白歌合戦2022
セントラル愛知交響楽団
紅組：田中祐子（指揮）
　小林 沙羅（Sop） 石川 公美（Sop）
　木村 綾子（Sop） 鶫 真衣（Sop） 
　秋本 悠希（Ms） 前澤 歌穂（Ms）

白組：鈴木 織衛（指揮）
　澤武 紀行（Ten） 近藤 洋平（Ten）
　コンスタンティン・インゲンパス（Bar）
　原田 勇雅（Bar） 三塚 至（Bar）
　安藤 常光（Bar）

オペラ・アリアで浪漫に染まる！
勝利の栄冠は紅白どちらに？！

これぞクラシック！チャイコフスキー国際
コンクール覇者がステージを圧倒する！

ドイツ・ロマン派指折りのピアノ協奏曲！
コルネリア・ヘルマンの技巧がピアノを駆
け巡る！

ウィーンの環状道路“リング”にちなんだ
アンサンブル！ロマンティックなウィーンの
風を運びます！

11：00～12：00
ガルガン・アンサンブル
「動物の謝肉祭」
ガルガン・アンサンブル
西下 航平（指揮）
森 千紘（Pf）
森 弓花（Pf）

2,000円AK5

独奏チェロがオーケストラを高みへ誘う！
宮田大の渾身の演奏！

金沢の伝統の息吹、浪漫を感じて！

名手たちの渾身の演奏、そして田中 泯の
ダンスが融合。生まれるのは宇宙

歌曲の王・シューベルト！ 詩と音楽が真に
一つになる、珠玉の調べ

人生は死の前奏曲～リストが描く一大ドラマ！
ラフマニノフの壮麗なる復活の調べを聴く！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ21
11：20～12：10
慟哭するエルガー！
～宮田 大×チェロ協奏曲～
クリストフ・コンツ（指揮）
宮田 大（Vc）
セントラル愛知交響楽団

ブラームス ：
ハイドンの主題による変奏
エルガー ：チェロ協奏曲

S：2,500円／A：2,000円Ｃ22
14：00～14：50
クリストフ・コンツの
メンデルスゾーンに酔う
クリストフ・コンツ（指揮、Vn）
オーケストラ・アンサンブル金沢
メンデルスゾーン ：フィンガルの洞窟

  交響曲第4番
  「イタリア」
クライスラー ：愛の喜び、愛の悲しみ

S：2,500円／A：2,000円Ｃ24
19：20～20：10
小山 実稚恵のラフマニノフ第２番
 ～ドラマティック！圧倒する
    リスト＆ラフマニノフ！～
ユベール・スダーン（指揮）
小山 実稚恵（Pf）   東京交響楽団

リスト ：交響詩「前奏曲」
ラフマニノフ ：ピアノ協奏曲第2番　

S：2,500円／A：2,000円Ｃ23
16：40～17：30
セントラル愛知 珠玉の名曲集
～春を告げる序曲たち！～
ミハイル・アグレスト（指揮）
セントラル愛知交響楽団
ウェーバー ：「オベロン」序曲
ロッシーニ ：「ウィリアム・テル」序曲
メンデルスゾーン ：「真夏の夜の夢」より序曲、
   スケルツォ、結婚行進曲

魅力的なフレーズが次々と現れる序曲集
フィナーレは結婚行進曲で！

15：20～16：10
田中 泯 ブラームスを踊る
田中 泯（踊り）
坂口 昌優（Vn） 般若 佳子（Va）
ルドヴィート・カンタ（Vc） 鶴見 彩（Pf）

シューベルト：
即興曲 Op.142-3

ブラームス：
ピアノ四重奏曲第3番

2,000円Ｈ23

12：40～13：30
小唄と民謡で綴る
いしかわの舞台
篠 登喜、篠とき恵、篠とき幸、篠とき祐（小唄、糸）
藤舎 眞衣（横笛）
笑弥（立方）
加賀山 昭、加賀山 紋、加賀山 昭輝（民謡）
花の神田 坊主道成寺 四季の唄
島原雨情 並木駒形 夜桜や
上げ汐

2,000円Ｈ22

10：00～10：50
舘野 泉×宮沢賢治の世界
～左手の煌めく宇宙～
舘野 泉（Pf）
キム・ソンジュン（Vc）
柴田 暦（朗読） 
月足 さおり（Pf）

吉松 隆：KENJI
　　  ～宮澤賢治によせる

2,000円Ｈ21

吉松隆が舘野氏のために書いた作品。美し
い言葉と美しい音楽のコラボレーション！

2,500円Ｈ24
18：30～19：20 
シューベルト 名歌曲の夕べ
田中 祐子（指揮）
小林 沙羅（Sop）
コンスタンティン・インゲンパス（Bar）
オーケストラ・アンサンブル金沢
シューベルト：
魔王、セレナーデ、
音楽に寄せて、冬の旅より

2,000円H11

14：10～15：00
清水 和音リサイタル
 ～ベートーヴェンが
    ロマン派の扉を開く～
清水 和音（Pf）
ベートーヴェン： 

ピアノソナタ
「月光」
「悲愴」

2,000円H12

17：10～18：00
風薫る和洋の
ロマンチック舞台 
石川県箏曲連盟 　藤舎 眞衣（横笛）
稲垣 絢子（Sop）
ジドレ・オヴシュカイテ（Vn）
ルドヴィート・カンタ（Vc）
西下 航平（Pf）

2,000円H13

19：50～20：40
コルネリア・ヘルマン×
シューマン・ピアノ協奏曲
～美麗なるドイツ・ピアニズム～
小松 長生（指揮）
コルネリア・ヘルマン（Pf）
オーケストラ・アンサンブル金沢
ブラームス ：ハンガリー舞曲第1, 3, 5番
シューマン ：ピアノ協奏曲

2,500円H14

11：20～12：10
渡邊 荀之助 能舞とクラシック
～ロザムンデとクレタの王子、
   高砂と住吉～
渡邊 荀之助（能舞）　渡邊 茂人（能舞）
川瀬 隆士（能舞）　　中村 香耶（洋舞）
ガルガン・アンサンブル 

シューベルト：ロザムンデ

2,000円A11
10：30～11：20
OEK弦楽四重奏×「死と乙女」
～室内楽の傑作シリーズ①～
松井 直（Vn）
上島 淳子（Vn）
丸山 萌音揮（Va）
大澤 明（Vc）

シューベルト：

死と乙女

愛の喜び、喪失の悲哀を詠うハイネの詩
珠玉の歌曲集からバラードの魅力を味わう

2,000円A13
15：50～16：40
小林 沙羅  安藤 常光
リートの世界
小林 沙羅（Sop）　 白河 俊平（Pf 伴奏）
安藤 常光（Bar）　 小野 隆太（Pf 伴奏）
シューマン ：「ミルテの花」より
マーラー ：「子どもの不思議な角笛」より
シューマン ：「詩人の恋」より

2,000円A14
18：30～19：20 
金子 三勇士リサイタル
～ピアノの魔術師
　フランツ・リストの音楽魂～
金子 三勇士（Pf）

リスト=金子三勇士 ：
ハンガリー狂詩曲第6番

リスト ：愛の夢、カンパネラ
シューベルト=リスト ：アヴェ・マリア
リスト ：スペイン狂詩曲

2,000円A12
13：10～14：00
ウィーンの風
OEKリング・アンサンブル
アビゲイル・ヤング（Vn） ヴォーン・ヒューズ（Vn）
ダニイル・グリシン（Va） ソンジュン・キム（Vc）
ダニエリス・ルビナス（Cb）
松木 さや（Fl） 遠藤 文江（Cl）
松永 彩子（Cl） 金星 眞（Hr）
南国のバラ、 唇は黙して、 ヴィリアの歌、 
休暇旅行にて、 チャールダーシュ（こうもり）、 
美しく青きドナウ

304席

金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

A …アートホール

サン＝サーンスが贈る「動物学的大幻想曲」！
名曲「白鳥」の美しさに息を呑む！

14：00～15：00
大作曲家からのラブ・レター
～ドイツ・ロマン派編～
原田 勇雅（朗読、Bar）
石川 公美（Sop）
山本 有希子（Sop）
前澤 歌穂（Ms）
田島 睦子（Pf）

シューベルト ：「美しき水車小屋の娘」より
シューマン ：「ミルテの花」より献呈

2,000円AK6

ベートーヴェンからシューマン、リストまで
－音楽家たちの言葉からロマン派の時代を
読み解く

17：00～18：00
宮田 大チェロリサイタル
～オーボエ・ピアノとともに～
宮田 大（Vc）　若山 健太（Ob）　西尾 真実（Pf）
プーランク ：ピアノ、オーボエと
   ファゴットのための三重奏曲 
ラヴェル ：亡き王女のためのパヴァーヌ 
モリコーネ ：ニュー・シネマ・パラダイスメドレー 
ビゼー ：カルメン幻想曲
 

2,000円AK7

日本を代表するチェリスト・宮田大が創造す
る音楽界最前線のハーモニーを金沢で！

2,000円Ａ21

「歌う」イタリア、「愛を語る」フランス、「詩
を紡ぐ」ドイツ～各国の名曲を奏でるセレ
ナーデの世界へ

2,000円Ａ22
13：10～14：00
ロマン派歌曲の世界
木村 綾子（Sop）
秋本 悠希（Ms）
近藤 洋平（Ten）
松永 みなみ（Pf）
R.シュトラウス ：献呈
トスティ ：ばら

ポーランド国立ショパン音楽大学大学院首
席卒業！ショパンの音楽の真髄を味わう！

2,000円Ａ23
15：50～16：40
木米 真理恵 オール・ショパン！
木米 真理恵（Pf）
大澤 明（Vc）
ショパン：スケルツォ第2番
ショパン：バラード第3番
ショパン：序奏と華麗なポロネーズOp.3

石川県出身、県内外で活躍する若手音楽家
たちが新しい季節を運んでくる！

2,000円Ａ24
18：30～19：20
春運ぶロマンのしらべ
熊田 祥子（Sop） 秋元 三奈（Fl）
根来 かなう（Vn） 白河 俊平（Pf）

シューベルト ：ます

コルンゴルト ：
オペラ「死の都」より
「私に残された幸せは」ほか

304席

金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

A …アートホール

10：30～11：20
OEK 木管の名手による
ロマン派名作選
～室内楽の傑作シリーズ②～
松木 さや（Fl） 加納 律子（Ob）
遠藤 文江（Cl） 鶴見 彩（Pf）
シューマン ： 3つのロマンス
シューベルト ：「しぼめる花」による序奏と変奏
ブラームス：
クラリネットとピアノの
ためのソナタ第2番

ホルスト：
セントポール組曲
サン＝サーンス ：
動物の謝肉祭

0才～入場可

鈴木 織衛

オーケストラ

指揮者

ピ
ア
ノ

竹田 理琴乃 瀬川 泰代

すんご
いソリス

トが大集合！

金沢が
浪漫に染まる！

井上 道義

東京交響楽団 

京都市交響楽団

セントラル愛知交響楽団

オーケストラ・アンサンブル金沢

ユベール・スダーン
©N.Ikegami

クリストフ・コンツ
©Benjamin Morrison

沼尻 竜典

垣内 悠希
©Jean Philippe Raibaud 

田中 祐子
©Ayane Shindo

小松 長生
©三浦興一

コルネリア・ヘルマン 清水 和音 ©K.Miura 小山 実稚恵
©ND Chow

バリー・ダグラス
©Katya Kraynova

舘野 泉 ©AkiraMuto 金子 三勇士
©Ayako Yamamoto

～金沢が浪漫に染まる～

2珠玉の
ロマン派室内楽

室
内
楽
特
集
に

注
目
ガ
ル
！

1珠玉の
ロマン派室内楽

室
内
楽
特
集
に

注
目
ガ
ル
！

©井上写真事務所　井上嘉和

…コンサートホールC
…邦楽ホールH …赤羽ホールAK

…金沢市アートホールA

ミハイル・アグレスト



ブラームスに「最も難しいピアノ曲」と言わ
しめた傑作！3楽章のチェロ・ソロにも注目！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ32
14：00～14：50
ブラームス
～清水和音×ピアノ協奏曲第2番～
井上 道義（指揮）
清水 和音（Pf）
京都市交響楽団
ブラームス：

ピアノ協奏曲第2番

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

55 Thursday

木 祝

1560席 727席C …コンサートホール H …邦楽ホール

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
。

【声域、楽器 略記号】

Ms :メゾソプラノ

Vc :チェロ

Sax :サックス

Ten :テノール
Cb ：コントラバス

Tp :トランペット

Bar :バリトン

Gt :ギター

Hrp :ハープ

Bass :バス
Fl ：フルート

Pf :ピアノ

Sop ：ソプラノ

Va :ヴィオラ
Hr ：ホルン

Vn :ヴァイオリン

Cl :クラリネット

優美華麗を誇る金沢の邦楽文化と
ふるさと金澤を歌う鶫 真衣！

石川県出身、ショパン国際コンクールで２度
のディプロマ受賞！瑞々しい音色、快演を
ふたたび！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ33
16：40～17：30
ベルリオーズの幻想交響曲
ユベール・スダーン（指揮）
東京交響楽団

ベルリオーズ：

幻想交響曲

ある芸術家の生涯～ベルリオーズの愛と幻
想が音となる標題音楽の代表作！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ31
11：20～12：10
悲愴
～チャイコフスキー
   最後のシンフォニー～
沼尻 竜典（指揮）
東京交響楽団

チャイコフスキー：

交響曲第6番「悲愴」

※S席は１階・２階  A席は3階です。

チャイコフスキー最後の大作であり代表作！
胸に迫るロシアンロマンティシズム！

10：00～10：50
素囃子 鶫 真衣トリオ
金澤浪漫を奏でる！
金沢素囃子保存会 杵望会
鶫 真衣（Sop）
李 彩霞（二胡）
平野 加奈（Pf）

宵待草　犀川　藤娘 ほか

2,000円Ｈ31

苦難の時を共に乗り越えよう～バリー・
ダグラスが鍵盤で語るメッセージ！

15：20～16：10
バリー・ダグラス リサイタル
～友情と愛の情熱（パトス）～
バリー・ダグラス（Pf）

ベートーヴェン：ピアノソナタ
 「熱情」
 「ワルトシュタイン」

2,000円Ｈ33

サラサーテ国際ヴァイオリンコンクール１位、
チャイコフスキー国際コンクール最高位！
川久保賜紀が美麗なるブルッフを奏でる！

18：00～18：50
美麗なるブルッフ
川久保 賜紀
～左手で紡ぐコンチェルト～
垣内 悠希（指揮）
川久保 賜紀（Vn）
瀬川 泰代（Pf）
オーケストラ・アンサンブル金沢
池辺晋一郎 ：ピアノ協奏曲第3番
  「西風に寄せて」
ブルッフ ：ヴァイオリン協奏曲第1番

2,500円Ｈ34

2,500円Ｈ32
12：40～13：30
竹田 理琴乃×ピアノ協奏曲
　　　　　　　　　 第1番
ユベール・スダーン（指揮）
竹田 理琴乃（Pf）
オーケストラ・アンサンブル金沢
ショパン：ピアノ協奏曲第1番

1996年J.S.バッハ国際コンクール最年少
覇者（ヘルマン）と2020年フーゴー・ヴォル
フ国際コンクール第1位（インゲンパス）！

2,000円Ａ31
10：00～10：50
ブラームスピアノ四重奏曲
～室内楽の傑作シリーズ③～
坂本 久仁雄（Vn）
ダニイル・グリシン（Va）
キム・ソンジュン（Vc）
田島 睦子（Pf）

ブラームス：
ピアノ四重奏曲第1番
マーラー：
ピアノ四重奏曲断章

2,000円Ａ32
12：40～13：30
インゲンパス＆ヘルマン
リサイタル
コンスタンティン・インゲンパス（Bar）
コルネリア・ヘルマン（Pf）
シューベルト ：魔王
マーラー ：「子どもの不思議な角笛」より

人気・実力ともに日本を代表するピアニスト・
小山実稚恵が贈る極上のソロ＆クインテット！

2,000円Ａ33
15：20～16：10
小山 実稚恵 ソロと室内楽
～室内楽の傑作シリーズ④～
小山 実稚恵（Pf）
アビゲイル・ヤング（Vn）
ヴォーン・ヒューズ（Vn）
古宮山 由里（Va）
ルドヴィート・カンタ（Vc）
シューベルト：
 即興曲第2番変イ長調D935 
 即興曲第2番変ホ長調D899 
 即興曲第3番変ト長調D899 
シューマン：
 ピアノ五重奏曲変ホ長調Op.44

304席

金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

A …アートホール

「ベートーヴェン第10交響曲」と称された
ブラームス渾身の交響曲！闇から光へ！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ34
19：20～20：10
井上×京響
ブラームス交響曲第1番
井上 道義（指揮）
京都市交響楽団

ブラームス：交響曲第1番

池辺 晋一郎

篠 登喜（小唄） 藤舎 眞衣（横笛）加賀山 紋（民謡）

坂口 昌優
（ヴァイオリン）

篠原 悠那
（ヴァイオリン）

荒井 結（チェロ） 岡本 潤（コントラバス）

石川 公美（ソプラノ）木村 綾子（ソプラノ）

稲垣 絢子（ソプラノ）山本 有希子（ソプラノ）

熊田 祥子（ソプラノ）秋本 悠希（メゾソプラノ）

澤武 紀行（テノール）前澤 歌穂（メゾソプラノ）

三塚 至（バリトン） 安藤 常光（バリトン）

声楽家

小林 沙羅（ソプラノ）コンスタンティン・
インゲンパス（バリトン）

弦楽器

川久保 賜紀
（ヴァイオリン）
©Yuji Hori

クリストフ・コンツ
（ヴァイオリン）
©Benjamin Morrison

宮田 大（チェロ）

ガルガン・アンサンブル（室内楽）

ほか、北陸に縁のある音楽家たちが大集結！

田中 泯 ©Ken Kitano

ダ
ン
サ
ー

渡邊 荀之助（能舞）

伝
統
芸
能

音楽祭の聴きどころ、それは出演者どうしのコラボレーション。オーケストラ・アンサンブル金沢の

名手たち×ゲスト演奏者によるロマン派の多彩な室内楽作品のラインナップが盛りだくさん！

クラシック音楽の真髄は室内楽にあり。個々の名人芸に耳を傾け、演奏家たちの間で行われる目に

見えないコミュニケーションを感じ、奥深い室内楽の世界をご堪能ください！

音
楽
祭
だ
か
ら
こ
そ
聴
け
る

珠
玉
の
ロ
マ
ン
派
室
内
楽
！

音楽の世界にいた「ロマン派」さんは、19
世紀初頭から80年余の生涯を送った方。
風景を、季節を、文学を愛し、恋をし、思い
のたけをすべて音楽に託しました。音楽史
が最も輝いていた時代。美しいメロディ、
美しい流れ…。それからの歳月が、名曲たち
にいっそうの磨きをかけました。 第一級
のオーケストラ、演奏家たちが、存分に
それを表現します。
私たちも、存分にロマン派のシャワーを

浴びましょう。
浪漫の似合う、金沢で！ 
北陸で！　

いしかわ・金沢
風と緑の楽都音楽祭
実行委員会会長

シューベルト

ブラームス

シューマン

マーラー

メンデルスゾーン

松井 直（Vn） 丸山 萌音揮（Va）上島 淳子（Vn） 大澤 明（Vc）

シューベルト：「死と乙女」 5/3（火・祝） 10：30  アートホール A11

5/5（木・祝） 10：00  アートホール A31

5/5（木・祝） 15：20  アートホール A33

1

2

5

3

4

トロイ・グーギンス
（Vn）

ルドヴィート・カンタ
（Vc）

木村 かをり（Pf）

メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番 近日発表！  交流ホール

坂本 久仁雄（Vn）ダニイル・グリシン
（Va）

田島 睦子（Pf）

ブラームス ：ピアノ四重奏曲 第1番
マーラー ：ピアノ四重奏曲断章

アビゲイル・ヤング
（Vn）

ヴォーン・ヒューズ
（Vn）

古宮山 由里（Va） ルドヴィート・カンタ
（Vc）

シューマン：ピアノ五重奏曲

松木 さや（Fl） 加納 律子（Ob） 遠藤 文江（Cl） 鶴見 彩（Pf）

シューマン ：3つのロマンス（加納）
シューベルト ：「しぼめる花」による序奏と変奏（松木）
ブラームス ：クラリネットとピアノのための
   ソナタ第2番（遠藤）

5/4（水・祝） 10：30  アートホール A21

キム・ソンジュン
（Vc）

小山 実稚恵
（Pf）

©
H
ideki O

tsuka

お前に苦しみを与えに来たの
ではない－乙女に真の安息を
語りかける死神。シューベルト
自身による歌曲をモチーフに
した弦楽四重奏の傑作！4つの
楽器、4人の名手がユニゾンで
魅せる決然とした迫力、瑞々し
い響きを堪能！

木管楽器の柔和な音色が甘美
なメロディを歌い上げる！クラ
リネットの名手ミュールフェルト
に捧げられたブラームス最後の
ソナタ、シューマンが遺した唯一
にして最高のオーボエ作品、
シューベルト自身による歌曲を
もとにした「しぼめる花」…ドイ
ツロマン派の美がたっぷり詰
まった極上の50分。

晩年のメンデルスゾーンが遺
した情熱と哀愁のメロディが
聴き手の心を掴んで離さない！
シューマンをして「ベートーヴェ
ン以来の傑作」と言わしめた
ロマン派の至宝を、OEKのレ
ジェンドたちが奏でる！

ブラームスからマーラーへ
～ブラームスのシンフォニック
な響きが結実するロマン派作
品の頂点、そして後に交響曲
の大家となるマーラーが若き
日に遺した唯一の室内楽作品。
後期ロマン派から新時代への
系譜を辿る、贅沢な公演。

ロマンティックな響きに見え隠
れする、甘美さと憂い～これ
ぞロマン派、シューマンの最高
傑作。躍動する第1楽章、叙情
に身を任せる第2楽章、民族音
楽を思わせる第3楽章、ピアノ
と弦による彩豊かな対話のの
ち、第4楽章のフーガが聴き手
を圧倒する！

3珠玉の
ロマン派室内楽

室
内
楽
特
集
に

注
目
ガ
ル
！

4珠玉の
ロマン派室内楽

室
内
楽
特
集
に

注
目
ガ
ル
！

近藤 洋平（テノール）原田 勇雅（バリトン）

©
Flavio G

allozzi


