10 月の公演
OCTOBER

石川県立音楽堂コンサートホール

15:00-16:00

S席 3,000円/A席 2,000円/高校生以下 1,000円

14:00-15:00
ミヒャエル・バルケ
（指揮）

DECEMBER

NOVEMBER

11 28

10 28

12 月の公演

11 月の公演

オーケストラ・アンサンブル金沢

石川県立音楽堂邦楽ホール

12 18

12 20

石川県立音楽堂邦楽ホール

石川県立音楽堂邦楽ホール

指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

H001
H004

H003

9 月の公演
SEPTEMBER

Cop1

指定席
S席 3,000円/A席 2,000円

9 6

【プログラム】
ビヴァルディ ：四季より「秋」
ベートーヴェン：交響曲第５番
「運命」より 第1楽章

石川県立音楽堂コンサートホール

【出演】
指 揮：川瀬 賢太郎 ヴァイオリン：坂口 昌優
ピ アノ：菊池 洋子
チ ェロ：ルドヴィート・カンタ
打楽器：渡邉 昭夫
箏：石川県箏曲連盟
管 弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
司会・ソプラノ：石川 公美

日本トップレベルの吹奏楽団コンサート！

川瀬 賢太郎 ( 指揮）

オーケストラ・アンサンブル金沢

ほか

菊池 洋子
（Pf)

坂口 昌優 (Vn) ルドヴィート・カンタ(Vc)

渡邉 昭夫 (Per)

世界の吹奏楽の
名曲の数々を演奏！

9 13
本多の森ホール

全席自由
要整理券

【出演】
演 奏：陸上自衛隊中部方面音楽隊
指 揮：柴田 昌宜
Sop：鶫 真衣

9 22

柴田 昌宜
（指揮 )

鶫 真衣
（Sop）

陸上自衛隊中部方面音楽隊

※秋の陣 特別公演のいづれかのチケットをご購入のお客様に整理券をお渡しいたします。(1 枚につき 1 枚。最大 10 枚まで）

石川県立音楽堂コンサートホール

13:00-14:00

小松 長生（指揮）

C001
指定席 2,500円/高校生以下 1,000円
【出演】指揮：小松 長生
Pf：藤田 真央
管弦楽：中部フィルハーモニー交響楽団

【プログラム】
ベートーヴェン：《エグモント》序曲

：ピアノ協奏曲 第４番

中部フィルハーモニー交響楽団

17:00-18:00 ワーグナーを中心としたドイツ・オペラの合唱曲
C002
指定席 2,500円/高校生以下 1,000円
【出演】 指揮：小松 長生
管弦楽：中部フィルハーモニー交響楽団
ソプラノ：山本 有希子 メゾソプラノ：前澤 歌穂 テノール：近藤 洋平
バリトン：門田 宇
ナビゲーター：青島 広志
児童合唱：石川の子どもたちによる合唱団
合唱：楽都音楽祭市民合唱団 ( 合唱指揮：香田 裕泰 )

【プログラム】
児童合唱
石川の子どもたちによる児童合唱
久石 譲 ：
「さんぽ」
米津玄師：
「パプリカ」

合唱

ワーグナー ：
《タンホイザー》より「歌の殿堂をたたえよう」
「巡礼の合唱」
《ローエングリーン》より「婚礼の合唱」
《さまよえるオランダ人》より「糸紡ぎの歌」
ウェーバー ：
《魔弾の射手》より「花嫁のために冠を」
「狩人の合唱」ほか

楽都音楽祭市民合唱団

11 月の公演
NOVEMBER

11 28
14:00-15:00

石川県立音楽堂邦楽ホール
H001

一般 2,500円/高校生以下 1,000円
【出演】
能
舞 ：渡邊 荀之助
モダンバレエ：中村 香耶
Sop
：石川 公美
演
奏 ：ガルガン弦楽四重奏団 ほか

グリーグの傑作
「ペール・ギュント」
を舞う！

17:00-18:00

H002

一般 2,500円/高校生以下 1,000円
【プログラム】
【出演】
箏演奏：石川県箏曲連盟
飛翔の響
三味線：金沢じょんがら三味線
珠洲山曳き唄
民 謡：北陸民謡
（加賀山昭、加賀山紋） 越中おわら節 ほか

9 22
AK01
指定席 2,500円/高校生以下 1,000円
【出演】
バンド：ロス・アウキス

【プログラム】
コンドルは飛んでゆく

他

「ロス・アウキス」
1988年ペルーのクスコ市にて結成
AWKI(アウキ）
とはインカの言葉「ケチュア語」
で“山の精霊”を意味している。
結成以来アンデスの音楽や文化を伝える様々な活動を行なっている。

…………………………………………………………………

金沢市南町２−1

TEL:076-260-3555

11 24
AK02
指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

オスマン・サンコン

【出演】
オスマン・サンコン＆アフリカンフレンズ
Per：オスマン・サンコン
Per：ラティール・シー
Per：ラミン・ゴル・ファル
バラフォン：オスマン・ジュジュ
アフリカンハープ：ガラモ・シソコ

12 月の公演
DECEMBER

12 18

12 20

石川県立音楽堂邦楽ホール

石川県立音楽堂邦楽ホール

指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

H004

H003

【出演】
演奏 : ララ・ソモス
Sop：コロンえりか

【出演】

【プログラム】
イパネマの娘、コーヒー・ルンバ
浜辺の歌（ラテン・ヴァージョン）ほか
※障害者手帳をお持ちの方は無料

12 24

雅楽：東京楽所、
洋遊会

「雅楽と大相撲」驚きの関係
「雅楽 源氏物語」

コロンえりか (Sop)

石川県立音楽堂コンサートホール

19:00-21:00

C007
S席 3,000円/A席 2,000円 (中学生以下 1000円引）
【出演】
指 揮：天沼 裕子
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
バレエ：エコール・ドゥ・ハナヨバレエ

天沼 裕子 ( 指揮 )

【プログラム】チャイコフスキー：バレエ「くるみ割り人形」

12

エコール・ドゥ・ハナヨバレエ

19:00-21:00

C008
S席 3,000円/A席 2,000円(中学生以下 1000円引）
【出演】
指 揮：天沼 裕子
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
中西優子ダンススペース
バレエ：金丸明子バレエスタジオ、
ダンスドライブ・ゼロ、
永井与志枝バレエスタジオ、ロドリゲス バレエスクール、横倉明子バレエ教室

【プログラム】チャイコフスキー：弦楽セレナードにのせて

2019 年 風と緑の楽都音楽祭 オープニングコンサート

10 月の公演
OCTOBER

石川県立音楽堂コンサートホール

15:00-16:00

S席 3,000円/A席 2,000円/高校生以下 1,000円

14:00-15:00
ミヒャエル・バルケ
（指揮）

C003

DECEMBER

NOVEMBER

11 28

10 28

12 月の公演

11 月の公演

石川県立音楽堂邦楽ホール

セルゲイ・ナカリャコフ(Tp)

菊池 洋子 (Pf)

…………………………………………………………………………………………………………………………

19:00-20:00

グリーグの傑作
「ペール・ギュント」
を舞う！

17:00-18:00

【出演】 指揮：ミヒャエル・バルケ
Pf：国府 弘子 ナビゲーター：池辺 晋一郎
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

【プログラム】
〜ビートルズ特集〜
イエスタデイ、ヘイ・ジュード、ミッシェル ほか

10 29

石川県立音楽堂コンサートホール

15:00-16:00

S席 3,000円/A席 2,000円/高校生以下 1,000円

※障害者手帳をお持ちの方は無料

木嶋 真優 (Vn)

金沢市南町２−1

9 22

【出演】指揮：ミヒャエル・バルケ
Sop：シャーロット・ド・ロスチャイルド 【プログラム】
花は咲く
Ten：秋川 雅史
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢 千の風になって、
あわて床屋 ほか

シャーロット・ド・ロスチャイルド(Sop)

秋川 雅史 (Ten)

AK01
指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

10

10 24
のとふれあい文化センター

自由席 1,000円/高校生以下 500円

ピアノオーディション優秀者、ふるさとコーラス（合唱）
ゲスト：鶴見 彩 （3 月 14 日の延期公演）

9 12

ピアノオーディション優秀者
ゲスト：平野 加奈、根来 かなう
（3 月 21 日と 4 月 25 日の延期公演）

9 12
9 21
13:30〜14:30

10 10
10:30〜/11:30〜

10 10
14:00〜

10 18
14:00〜14:40

10 24
15:00〜16:00

10
19:00〜20:00

10 28
12:10〜13:00

10 31
14:00〜15:00

11 23

11:０0〜/1３:０0〜/１５：00〜

11 23
14:00〜15:15

11 29
14:30〜15:30

12

14:30〜15:30

12 21
19:00〜20:00

12 2

18:30〜19:30

根来 かなう(Vn)

11 14
津幡町文化会館シグナス

自由席 1,000円/高校生以下 500円

ピアノオーディション優秀者
ゲスト：竹田 理琴乃 （4 月 11 日の延期公演）

金沢港クルーズターミナル完成記念

箏 アンサンブルトリオ

北川 聖子 ( 箏 )、多田 由実子 (Fl)
富田 祥 (Vc)

1１:０0〜/1３:０0〜/１５：00〜

12:０0〜/14:０0〜

平野 加奈 (Pf)

…………………………………………………………

藤田 真央（Pf)

陸上自衛隊中部方面音楽隊より
鶫 真衣 (Sop)、金管合奏団

ロス・アウキス

〜コンドルは飛んでゆく〜

金管五重「かがやきブラス」

武家屋敷街

金管五重奏「かがやきブラス」

OEK 弦楽アンサンブル
坂口 昌優（Vn)
田島 睦子（Pf)

セルゲイ・ナカリャコフ

三谷産業ランチタイムコンサート
マリア・メーロヴィチ

ナターリア・ユルカーノヴァ

福井県立音楽堂
「ハーモニーホールふくい」
大ホール
金沢港クルーズターミナル
入場無料

片町きらら

入場無料

小松芸術劇場うらら
自由席
2,500円
高校生以下 1,000円

鼠多門

入場無料

武家屋敷 野村家前にて
入場無料

那谷寺 金堂華王殿御堂

1,000円 ※別途拝観料が必要です。

高岡市城東音楽院ホール
自由席 1,500円

津幡町文化会館「シグナス」

マリア・メーロヴィチ（Pf）

三谷産業株式会社１F
ラウンジホール
入場無料

自由席 2,500円

シャーロット・ド・ロスチャイルド（Sop)
村田 千佳（Pf）

能登町役場新庁舎２F
大ホール
入場無料

ナターリア・ユルカーノヴァ（Pf)
古川 精一 (Bar)

金沢港クルーズターミナル

山本 有希子（Sop)
田島 睦子 (Pf)

根来 かなう（Vn）
平野 加奈 (Pf)

東京楽所
洋遊会

須川 展也

竹田 理琴乃 (Pf)

セルゲイ・ナカリャコフ（Tp）
マリア・メーロヴィチ（Pf）

オスマン・サンコン＆
アフリカンフレンズ

須川 展也（Sax)
小柳 美奈子（Pf）

【出演】
バンド：ロス・アウキス

【プログラム】
コンドルは飛んでゆく

他

「ロス・アウキス」
1988年ペルーのクスコ市にて結成
AWKI(アウキ）
とはインカの言葉「ケチュア語」
で“山の精霊”を意味している。
結成以来アンデスの音楽や文化を伝える様々な活動を行なっている。

午前・午後の部 各
自由席 1,000円/高校生以下 500円

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19:00〜21:00

石川県立音楽堂コンサートホール

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9

鶴見 彩 (Pf)

……………………………………

沼沢 淑音 (Pf)

……………………………………………………

雅楽：東京楽所、
洋遊会

「雅楽と大相撲」驚きの関係
「雅楽 源氏物語」

コロンえりか (Sop)

【プログラム】
【出演】
箏演奏：石川県箏曲連盟
飛翔の響
三味線：金沢じょんがら三味線
珠洲山曳き唄
民 謡：北陸民謡
（加賀山昭、加賀山紋） 越中おわら節 ほか

入場無料

アイザック小杉文化ホール
「ラポール」
指定席 2,000円

金沢蓄音器館

自由席 1,000円

金沢蓄音器館

自由席 1,000円

富山県高岡文化ホール
指定席 2,500円

富山県高岡文化ホール

指定席
2,000円
高校生以下 1,000円

…………………………………………………………………

C006

ピアノオーディション優秀者
ゲスト：沼沢 淑音
（4 月 19 日の延期公演）

【出演】

H002

S席 3,000円/A席 2,000円/高校生以下 1,000円

自由席 1,000円/高校生以下 500円

H004

【プログラム】
イパネマの娘、コーヒー・ルンバ
浜辺の歌（ラテン・ヴァージョン）ほか

…………………………………………………………………………………………………………………………

七尾市文化ホール 大ホール

指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

一般 2,500円/高校生以下 1,000円

【出演】 指揮：ミヒャエル・バルケ
【プログラム】
チャイコフスキー：歌劇《エフネギー・オネーギン》よりポロネーズ
Vn：木嶋 真優
：ヴァイオリン協奏曲ニ長調
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

10 10

指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

国府 弘子 (Pf)

池辺 晋一郎

C005

19:00-20:00

石川県立音楽堂邦楽ホール

【出演】
演奏 : ララ・ソモス
Sop：コロンえりか

【出演】
能 舞：渡邊 荀之助
ダンス：中村 香那
Sop：石川 公美
演 奏：ガルガン弦楽四重奏団 ほか

S席 3,000円/A席 2,000円/高校生以下 1,000円

C004

石川県立音楽堂邦楽ホール

H003

オーケストラ・アンサンブル金沢

【プログラム】
チャイコフスキー ：弦楽セレナード
ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第 1番

12 20

H001

一般 2,500円/高校生以下 1,000円
【出演】 指揮：ミヒャエル・バルケ
Tp：セルゲイ・ナカリャコフ
Pf：菊池 洋子
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

12 18

TEL:076-260-3555

12 24

11 24

石川県立音楽堂コンサートホール

19:00-21:00

C007
AK02
指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

S席 3,000円/A席 2,000円 (中学生以下 1000円引）
【出演】
指 揮：天沼 裕子
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
バレエ：エコール・ドゥ・ハナヨバレエ

天沼 裕子 ( 指揮 )

【プログラム】チャイコフスキー：バレエ「くるみ割り人形」

12

エコール・ドゥ・ハナヨバレエ

19:00-21:00

C008

オスマン・サンコン

【出演】
オスマン・サンコン＆アフリカンフレンズ
Per：オスマン・サンコン
Per：ラティール・シー
Per：ラミン・ゴル・ファル
バラフォン：オスマン・ジュジュ
アフリカンハープ：ガラモ・シソコ

S席 3,000円/A席 2,000円(中学生以下 1000円引）
【出演】
指 揮：天沼 裕子
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
中西優子ダンススペース
バレエ：金丸明子バレエスタジオ、
ダンスドライブ・ゼロ、
永井与志江バレエスタジオ、ロドリゲス バレエスクール、横倉明子バレエ教室

【プログラム】チャイコフスキー：弦楽セレナードにのせて

2019 年 風と緑の楽都音楽祭 オープニングコンサート

10 月の公演
OCTOBER

石川県立音楽堂コンサートホール

15:00-16:00

S席 3,000円/A席 2,000円/高校生以下 1,000円

14:00-15:00
ミヒャエル・バルケ
（指揮）

C003

DECEMBER

NOVEMBER

11 28

10 28

12 月の公演

11 月の公演

石川県立音楽堂邦楽ホール

セルゲイ・ナカリャコフ(Tp)

菊池 洋子 (Pf)

…………………………………………………………………………………………………………………………

19:00-20:00

グリーグの傑作
「ペール・ギュント」
を舞う！

17:00-18:00

【出演】 指揮：ミヒャエル・バルケ
Pf：国府 弘子 ナビゲーター：池辺 晋一郎
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

【プログラム】
〜ビートルズ特集〜
イエスタデイ、ヘイ・ジュード、ミッシェル ほか

10 29

石川県立音楽堂コンサートホール

15:00-16:00

S席 3,000円/A席 2,000円/高校生以下 1,000円

池辺 晋一郎

※障害者手帳をお持ちの方は無料

木嶋 真優 (Vn)

金沢市南町２−1

9 22
シャーロット・ド・ロスチャイルド(Sop)

秋川 雅史 (Ten)

AK01
指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

ピアノオーディション優秀者
ゲスト：沼沢 淑音
（4 月 19 日の延期公演）

沼沢 淑音 (Pf)

……………………………………………………

10 24
のとふれあい文化センター

自由席 1,000円/高校生以下 500円

ピアノオーディション優秀者、ふるさとコーラス（合唱）
ゲスト：鶴見 彩 （3 月 14 日の延期公演）

鶴見 彩 (Pf)

……………………………………

自由席 1,000円/高校生以下 500円

雅楽：東京楽所、
洋遊会

「雅楽と大相撲」驚きの関係
「雅楽 源氏物語」

コロンえりか (Sop)

【プログラム】
【出演】
箏演奏：石川県箏曲連盟
飛翔の響
三味線：金沢じょんがら三味線
珠洲山曳き唄
民 謡：北陸民謡
（加賀山昭、加賀山紋） 越中おわら節 ほか

石川県立音楽堂コンサートホール

【プログラム】
コンドルは飛んでゆく

他

「ロス・アウキス」
1988年ペルーのクスコ市にて結成
AWKI(アウキ）
とはインカの言葉「ケチュア語」
で“山の精霊”を意味している。
結成以来アンデスの音楽や文化を伝える様々な活動を行なっている。

午前・午後の部 各
自由席 1,000円/高校生以下 500円

ピアノオーディション優秀者
ゲスト：平野 加奈、根来 かなう
（3 月 21 日と 4 月 25 日の延期公演）

【出演】
バンド：ロス・アウキス

平野 加奈 (Pf)

根来 かなう(Vn)

…………………………………………………………

11 14
津幡町文化会館シグナス

自由席 1,000円/高校生以下 500円

ピアノオーディション優秀者
ゲスト：竹田 理琴乃 （4 月 11 日の延期公演）

竹田 理琴乃 (Pf)

…………………………………………………………………

C006

七尾市文化ホール 大ホール

【出演】

H002

S席 3,000円/A席 2,000円/高校生以下 1,000円

10 10

H004

【プログラム】
イパネマの娘、コーヒー・ルンバ
浜辺の歌（ラテン・ヴァージョン）ほか

…………………………………………………………………………………………………………………………

10

指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

一般 2,500円/高校生以下 1,000円

【出演】 指揮：ミヒャエル・バルケ
【プログラム】
チャイコフスキー：歌劇《エフネギー・オネーギン》よりポロネーズ
Vn：木嶋 真優
：ヴァイオリン協奏曲ニ長調
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

【出演】指揮：ミヒャエル・バルケ
Sop：シャーロット・ド・ロスチャイルド 【プログラム】
花は咲く
Ten：秋川 雅史
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢 千の風になって、
あわて床屋 ほか

指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

国府 弘子 (Pf)

C005

19:00-20:00

石川県立音楽堂邦楽ホール

【出演】
演奏 : ララ・ソモス
Sop：コロンえりか

【出演】
能 舞：渡邊 荀之助
ダンス：中村 香那
Sop：石川 公美
演 奏：ガルガン弦楽四重奏団 ほか

S席 3,000円/A席 2,000円/高校生以下 1,000円

C004

石川県立音楽堂邦楽ホール

H003

オーケストラ・アンサンブル金沢

【プログラム】
チャイコフスキー ：弦楽セレナード
ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第 1番

12 20

H001

一般 2,500円/高校生以下 1,000円
【出演】 指揮：ミヒャエル・バルケ
Tp：セルゲイ・ナカリャコフ
Pf：菊池 洋子
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

12 18

TEL:076-260-3555

12 24

11 24
AK02

S席 3,000円/A席 2,000円 (中学生以下 1000円引）

指定席 2,500円/高校生以下 1,000円

【出演】
指 揮：天沼 裕子
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
バレエ：エコール・ドゥ・ハナヨバレエ

12
【出演】
オスマン・サンコン＆アフリカンフレンズ
Per：オスマン・サンコン
Per：ラティール・シー
Per：ラミン・ゴル・ファル
バラフォン：オスマン・ジュジュ
アフリカンハープ：ガラモ・シソコ

サーモカメラによる検 温（ 会 場 入り口）
※体調に不安がある方は、ご来場される前に医療機関を受診してください。
※３７.5 C以上の発熱がある場合は入場をご遠慮いただきます。
※当日は、スタッフの誘導に従い、感染防止対策へのご理解とご協力をお願いいたします。

８ / ５ 水 10:00 より チケット発売開始

◆音楽祭チケットカウンター（石川県立音楽堂内）

インターネット

076-232-8118（10:00〜18:00）
10:00〜19:00
https://www.gargan.jp/

“コロナの収束状況により、公演が中止になったり、出演者や公演内容が変更になる場合がございます。”
最新の情報はホームページでご確認ください。

■協賛

北陸銀行

北國新聞社

PFU

北國銀行

エコール・ドゥ・ハナヨバレエ

19:00-21:00

C008

オスマン・サンコン

マスクの着用

窓口販売

天沼 裕子 ( 指揮 )

【プログラム】チャイコフスキー：バレエ「くるみ割り人形」

早めの来 場

専用電話

19:00-21:00

C007

【新型コロナウィルス感染防止対策３つのお願い】

チケット取扱

石川県立音楽堂コンサートホール

三谷産業

金沢百番街

石川トヨペットカローラ albis アルプ EIZO クスリのアオキ 小松ウオール工業 JAバンク石川 澁谷工業
大和ハウス工業 テレビ金沢 中村留精密工業 JR西日本 北陸放送 村田製作所 金沢商業活性化センター
K.I.T. 金沢工業大学 キリンビール ANAクラウンプラザホテル金沢 ホテル日航金沢
金沢信用金庫、清水建設、
丸八製茶場、NTTドコモ、
さくらホームグループ、
サイバーステーション、
津田駒工業、
阿倍野センタービル、
アイ・オー・データ機器、
金沢中心商店街武蔵活性化協議会、
ジェイアールサービスネット金沢、JR西日本金沢メンテック、鈴木設備事務所、大同工業、
片町きらら、北陸綜合警備保障、
あずさ監査法人、アドマック、ウインドボーイズ！、逸味 潮屋、金沢春日ケアセンター、大友楼、尾山神社、カジマート、金沢駅前にぎわい協議会、
金沢キワニスクラブ、金沢ニューグランドホテル、金沢舞台、
金沢文化スポーツコミッション、
北川ヒューテック、
共栄テック、
金太、
COTOJIT、
小松マテーレ、
耳順会 ひょうたん町耳鼻咽喉科医院、セーフティ、セコム北陸、城西運輸機工、城東音楽院ホール、スピリット、宗玄酒造、ダートコーヒー、大鉄工業、
高松機械工業、玉田工業、TOWER RECORDS、丹生会、東洋設計、中島商店、長津工業、西日本電気システム、
日成ビルド工業、ネスク、羽二重豆腐、
ピース、疋田産業、武家屋敷跡 野村家、富士通、富士通北陸システムズ、藤村有松眼科医院、北信テレネックス、
ホクハイサービス、北陸通信ネットワーク、
北陸保証サービス、三菱重工機械システム、宮下印刷、明峰会、
メディアンコンサルティング、
さくら会 森田病院、横山商会、
ワイズ、
アイテックムラモト、
インパック、エイブルコンピュータ、ガーデンホテル金沢、柿本商会、北菱電興、大阪王将 高柳店、神奈川県眼科医会、望月眼科医院、さいとう眼科、
参天製薬能登工場、
田村眼科クリニック
■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）福井県文化振興事業団、
（公財）富山県文化振興財団、
（公財）射水市文化振興財団、
（公財）高岡市民文化振興事業団、
（公財）金沢芸術創造財団、
（公財）石川県音楽文化振興事業団

■特別協力／北國新聞社、読売新聞北陸支社

令和2年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業

■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

https://www.gargan.jp/

S席 3,000円/A席 2,000円(中学生以下 1000円引）
【出演】
指 揮：天沼 裕子
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
中西優子ダンススペース
バレエ：金丸明子バレエスタジオ、
ダンスドライブ・ゼロ、
永井与志江バレエスタジオ、ロドリゲス バレエスクール、横倉明子バレエ教室

【プログラム】チャイコフスキー：弦楽セレナードにのせて

2019 年 風と緑の楽都音楽祭 オープニングコンサート

