
 おもてなし研究所Presents レ・ロマネスク石川新春公演 076-255-0234

 新曲“石川県って名前がJimmy”お披露目Special！ 090-1390-3500

 一般財団法人  平成29年度　森本地区合同成人式  森本地区公民館連絡協議会 076-258-0317 9:10 10:10 10:40 関係者

 北國新聞文化センター  平成29年度　材木地区成人式  材木公民館 076-231-3689 13:40 14:00 15:00 関係者

 第13回　S1サーバーグランプリ 前売2000円

 北信越地区大会 当日3000円

 岡本潤 コントラバスリサイタル 一般 3000円

 実行委員会 学生 2000円

 GLA北陸本部

 「2018新年の集い」 入場整理券

3000円
 西野亮廣講演会 20:30

 「革命のファンファーレ」 in 石川 (予定）

 平成29年度県立工業高等学校

 課題研究発表会

 原料原産地表示制度 03-5296-8912

 事業者向けマニュアルの活用に関するセミナー  事務局　(株)インターリスク総研

無料 前売 3000円

どなたでも 当日 3500円

 岡本潤 コントラバスリサイタル 080-4688-2226 18:30 19:00 21:00

 co-café⁺JAIST 2018 winter 0761-51-1070 14:30

15:00

 河南恵美税理士事務所

17:30 18:00

一般4000円

小中学生2000円

（当日各500円増）

未就学児無料

一般 2000円
学生 1000円

（当日各500円増）

 The New Year Jazz Summit
 JAZZ GATE vol.8

 金沢ジャズ連盟 076-249-8911

 (株)STRIPE 18:00 18:30

無料

 農林水産省

18:30 19:00 21:00

無料

15:00 17:50

076-298-3366 18:30 19:00 21:00

 NPO法人 繁盛店への道 076-201-8228 12:30 13:00 16:00

0761-46-6024

29

関係者

 高田愛子ヴァイオリン教室 発表会  高田愛子ヴァイオリン教室 076-205-8473 12:30 13:00

 新春研修会

16:00

 石川県慢性期医療協会 25

主催者、催物の都合により変更される場合がございますのでご注意願います。

(水) 31 (水)

(水)

30

(日) 28

(土)

28 (日)

(金)26

27 (土)

(火) 30 (火)

27

 北陸先端科学技術大学院大学

 産学官連携本部

 産学官連携推進センター

無料13:00 13:30

31 (水) 31

(月) 29 (月)

 原田智子　J.Sバッハを弾く  宮城音楽事務所 076-261-7211

28 (日)

29 (月)

30 (火)

26 (金)

27 (土)

26 (金)

(木)

24 (水) 24

25 (木) 25

24 (水)

(木)

(月)

23 (火) 23 (火) 23 (火)

22 完売

(日)

(月) 22

21 (日) 21

22 (月) 18:00 18:30

(金) 19

20 (土)

(日)

20 (土) 20 (土)

21

18 (木)

(金)

18 (木) 18 (木)

19 (金) 19

17 (水) 17 (水) 17 (水)

16 (火) 16 (火) 16 (火)

15 (月) 15 (月) 15 (月)

14 (日) 14 (日) 14 (日)13:00 13:30 17:00

13 (土) 13 (土) 13 (土)21:00
 相続・遺言・
 成年後見セミナー

 石川県司法書士会 076-291-7070

12 (金) 12 (金) 12 (金)

11 (木) 11 (木) 11 (木)

10 (水) 10 (水) 10 (水)

9 (火) 9 (火) 9 (火)

7 (日)

8 (月) 8 (月) 8 (月)

7 (日)

6 (土) 6 (土) 6 (土)20:30

4 (木)

5 (金) (金)

4 (木)

2

5

3 (水)

5 (金)

4 (木)

1 (月)

2 (火) (火)

3 (水) 3 (水)

2

金沢歌劇座・金沢市文化ホール・金沢市アートホール　催物ご案内

1 (月) 1 (月)

(火)

9:15 9:40 16:00 関係者7 (日) 076-260-3535 石川県総合模試

16:0013:0012:30
入場無料（定員200名）

※予約不要

076-260-1781 GLA北陸本部

22:00

17:0013:0012:00

18:00 準備

076-261-7156
 石川県立
 工業高等学校

無料15:2013:0012:30

 第3回金沢市教育実践セミナー 076-220-2431 14:30 15:00 16:40 金沢市教育委員会

平成30年 1月分
平成29年12月15日現在

金沢歌劇座

日(曜日) 催　物　名 主催者 連絡先 開場 開演 終演 料　金
その他

〒920-0993 金沢市下本多町6番丁27番地
TEL (076)220-2501 ㈹ FAX (076)222-9000
URL http://www.kagekiza.gr.jp/

大練習室全館

本館

ホール

会議室

大集会室

会

集

全 大

本

ホ

歌劇座・文化ホール・アートホール指定管理者

公益財団法人 金沢芸術創造財団
お問い合わせ

休 館 日

休 館 日

〒920-0962 金沢市広坂1丁目9番15号

TEL(076)223-9888／9898

日(曜日) 催　物　名 主催者 連絡先 開場 開演 終演 料　金
その他

金沢市文化ホール
〒920-0864 金沢市高岡町15番1号
TEL (076)223-1221 ㈹ FAX (076)223-1299
URL http://www.bunka-h.gr.jp/

金沢市アートホール

金沢市文化ホールは、

リニューアル工事の為、

下記の期間休館しております。

休館期間：平成29年12月1日(金)

～平成30年10月31日（水）

上記期間中は、金沢歌劇座 会議棟１階の

金沢市文化ホール仮事務所にて、

予約受付を行っております。

※電話番号・FAX番号の変更はありません。

日(曜日) 催　物　名 主催者 連絡先 開場 開演 終演
料　金
その他

〒920-0853 金沢市本町2丁目15番1号
TEL (076)224-1660 ㈹ FAX (076)224-1668
URL http://www.art-h.gr.jp/

年 始 休 館 日

休 館 日

年 始 休 館 日

休 館 日

練習等のため催物名は記載しておりません。

ピ ア ノ 修 繕

練習等のため催物名は記載しておりません。

空 調 設 備 工 事

空 調 設 備 工 事

【日時】平成30年1月13日（土） 開演18：00（開場17：30）

1月14日（日） 開演13：30（開場13：00）

【会場】金沢市アートホール

【入場料】前売 一般2000円/大学生以下1000円（当日500円増）

※全席自由席 ※未就学児入場無料

※大学生は当日学生証要提示

JAZZ GATE vol.8 〜The New Year Jazz Summit〜
【主催・問い合わせ】

金沢ジャズ連盟事務局 076-249-8911

（公財）金沢芸術創造財団 事業課 076-223-9898

練習等のため催物名は記載しておりません。


