
 サクソフォン・カルテット

 公開マスタークラス

 ライオンズクラブ国際協会100周年記念  ライオンズクラブ国際協会 無料

 「野球道で伝承する青少年育成魂」講演会  334-D地区 キャビネット3R・4R ※3歳以下入場不可

 スズキ・メソードの子どもたちによる  スズキ・メゾート石川支部

 ヴァイオリンコンサート  横山クラス

 アンサンブル・ミリム 090-2835-2664

 J.Sバッハ　モテット全曲演奏会 bravabravo＠hotmail.com

 中島みゆきリスペクトライブ2018  北陸放送  ベストオブアンサンブル in Kanazawa

 歌縁  FOB企画  ガラコンサート 2018

 第21回 info_ishikawa_baton＠  第34回　全日本ジュニアクラシック音楽コンクール  一般社団法人

 石川県バトントワーリングカーニバル yahoo.co.jp（事務局）  石川本選  東京国際芸術協会

 五木寛之の新金沢百景 無料
 金沢古書店めぐり ※要ハガキ応募

 柳浦慎史ファゴット 一般2000円

 リサイタル実行委員会 学生1500円

16:30

(予定)

 第55回金沢市公民館大会  金沢市公民館フェア ホール 9:30 16:00 ①9:45 ①10:15 16:30

 公民館フェア〝楽集″  実行委員会 大集 9:00 16:00 ②13:30 ②14:00 (予定)

 泉ヶ丘音楽教室

 野村　八千代

 金沢市

 労働政策課
 トリオ閃束コンサート 076-242-0832 21:00
 トリオ閃束CD「カレイドスコープ」 発売記念コンサートツアー (金沢楽器) (予定)

 平成29年度

 金沢市スポーツ優秀選手表彰式

16:00 21:30 無料

21:00

 (公財)金沢芸術創造財団

無料

(月)

一般3000円
学生2500円

（当日各500円増）

一般3000円

大学生以下1000円

ペア5000円

（当日各500円増）

17:00

無料

無料

準備13:00

16:0012:0011:10

13:00

 金沢市体育協会

13:30 16:00

22:00

18:30 19:00

13:00

12:00 13:00

(日)

一般3000円
高校生以下2000円
(当日各500円増)

 トリオ閃束

 石川県バトン協会

 みはる幼稚園

076-220-2462

076-238-0615
（亀田）

076-220-2199

076-243-8475 12:30 無料 泉ヶ丘音楽教室　スプリングコンサート

 第9回 ピティナ・ヤングピアニストコンサート  ピティナ金沢西支部 076-221-1544 1000円

 Little concert  村上　三佳 ―

090-9445-5810 12:30 13:00 16:00

18:00

15:00

076-223-9898 14:30 15:00

03-6806-7108

無料

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) 28

(土)

(火)

28 (水)

(月)

27

28 (水)

26

(土)

27 (火)

26 (月)

27 (火)

26 (月)

25 (日)

24 (土) 24

25 (日) 25

24 16:00

(木)

23 (金) 23 (金) 23 (金)

22

 みはる幼稚園発表会

無料

(水)

(木) 22

21 (水) 21

22 (木)

(月) 19

20 (火)

(水)

20 (火) 20 (火)

21

18 (日)

(月)

18 (日) 18 (日)

19 (月) 19

17 (土) 17 (土) 17 (土) 江原 千絵　ヴァイオリンリサイタル  江原　千絵 076-232-8632 14:30

16 (金) 16 (金) 16 (金)― 18:30 19:00 柳浦　慎史　ファゴットリサイタル

15 (木) 15 (木) 15 (木)

14 (水) 14 (水) 14 (水)

13 (火) 13 (火) 13 (火)

前売　500円
当日　700円

※石川県バトン協会

事務局にて販売

12 (月) 12 12 (月)15:4013:3013:00

11 (日) 11 (日) 11 (日)16:30 未定076-232-2424 16:00

(金)

17:00

全席指定　8000円
※未就学児の入場不可
※中島みゆき本人の
出演はございません

10 (土) 10 (土) 10 (土)

9 (金) 9 (金) 9

7 (水) 7 (水)

8 (木) 8 (木) 8 (木)

7 (水)

5 (月)
前売一般3500円

前売ペア6000円

高校生以下1000円

当日一般4000円

21:0019:0018:30

6 (火) 6 (火) 6 (火)

2

5

3 (土)

4 (日)

5 (月) (月)

4

1 (木)

2 (金) (金)

3 (土) 3 (土)

2

1 (木) 1 (木)

(金)

 井口　愛弓　ピアノ教室発表会
大人　3000円

高校生以下　無料
※一般の方は当日受付
にてお支払いください

(日)

090-1751-6001
（堀岡）

12:00 13:00 17:45

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

 井口　愛弓 076-247-5611 13:00 13:30

 (公財)金沢芸術創造財団 076-223-9898 15:30

 「ワークライフバランス推進セミナー」
 金沢市はたらく人にやさしい事業所
 表彰式・記念講演

076-241-0243 15:30 関係者17:0016:30

4 (日)

 アンサンブル・ミリム

未定 未定 未定 無料

 （株）テレビ金沢 076-240-9043 17:30 18:00 20:00

平成30年 2月分
平成30年1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

施 設 点 検 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/

練習等のため催物名は記載しておりません。

休 館 日

休 館 日

舞 台 保 守 点 検

練習等のため催物名は記載しておりません。

練習等のため催物名は記載しておりません。

照 明 保 守 点 検

練習等のため催物名は記載しておりません。

音 響 保 守 点 検

練習等のため催物名は記載しておりません。

ピ ア ノ 保 守 点 検

音 響 保 守 点 検

照 明 保 守 点 検

ベストオブアンサンブルin Kanazawa ガラコンサート2018
【日時】 平成30年2月11日（日） 開演15：00（開場14：30）

【会場】 金沢市アートホール

【入場料】 一般 3000円/ペア 5000円/学生 1000円（当日500円増）

※全席自由席 ※未就学児入場不可 ※学生は当日学生証要提示

【主催・問い合わせ】

（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。


