
 御詠歌コンサート 阿字の道 3000円  人権朗読コンサート

 金剛流御詠歌　流祖様の夢 全席指定  中学校人権作文コンテスト表彰式

 第32回日本観光研究学会  第32回日本観光学会 無料  ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル 2017

 全国大会シンポジウム  全国大会実行委員会 （懇親会　4000円）  北陸本選　中高生・一般部門

15:30 2200円　全席自由席  ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル 2017

（予定） ※当日500円増  北陸本選　小学生部門

 済美幼稚園

 表現会

 ピアノ・エレクトーン発表会「風にのって」  アンサンブル コスモス 076-209-2696（高木） 12:30 13:00 15:00 無料
 第34回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール　石川予選  一般社団法人東京国際芸術協会 03-6806-7108 未定 未定 未定 無料

　 　　　　事　前　　 当　日

　一般　10000円　15000円

　学生　　5000円　 8000円

 金沢工業大学　室内管弦楽団  金沢工業大学 19:30

 第20回　定期演奏会  室内管弦楽団 (予定)

 第48回　うつのみや音楽教室

 ピアノ発表会

 公益社団法人金沢青年会議所  公益社団法人 15:00 15:50 18:30

 2017年度　12月例会・卒業式  金沢青年会議所 (予定) (予定) (予定)

 金沢大学吹奏楽団  金沢大学 090-2600-6306

 第30回定期演奏会  吹奏楽団 （庄内） 19:40 前売500円　当日700円  ドルチェピアノ教室

（予定） 未就学児　無料  クリスマスコンサート

 ～幕末伝～

 DIA＋　花の宴　和太鼓コンサート

 東京藝術大学音楽学部 050-5525-2588 16:00
 (公財)金沢芸術創造財団 076-223-9898 (予定)

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。
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 石川県
 音楽文化協会

076-280-4311

15 (金)

16 (土) 16 (土) 16 (土)

 HCGシンポジウム2017
 電子情報通信学会
 HCGシンポジウム
 運営委員会
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 ローランド(株) 06-6233-6901

3 (日)  第43回大民謡まつり  北國新聞社 076-260-3581 39:00

1 (金)

2 (土)
jitr2017@seiryo-

u.ac.jp
12:30 13:30 (土)

 金沢地方法務局
 金沢市
 石川県人権擁護委員連合会

076-220-2095

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 (金)  北陸詠歌青年会 090-1634-0940 13:00 14:00 16:00 1 (金) 14:30 15:00 17:00 無料

14:45 15:00 18:50 無料

10:15 10:30 17:45 無料

12:10 076-251-1960 12:30 13:00 15:30 無料9:308:30

 Strawberry life 076-227-8494

要　事前申し込み

無料

 明治がおくる
 第65回クリスマスこども大会

※事前登録は11月20日
までの登録サイトからの

申込が必要です。

22:009:00 準備
 第55回記念
 第九交響曲・千鳥の曲

076-263-2528 済美幼稚園

― 17:30 18:00 無料

 うつのみや 076-240-4067 9:45 10:00 18:00 無料

関係者076-232-3027

 クリスマス会  鈴木音楽教室 076-257-5057 10:00 10:30

 山宮　苗子 076-244-7428 12:30 12:45 17:00 無料

13:00 22:00 準備 22 (金)

平成２９年 12月分
平成29年11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、

下記の期間休館いたします。

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、

予約受付を行います。

※電話番号・FAX番号の変更はありませんが、

12/1（金）10:30頃までは引越作業のため

つながらない場合がありますので、

ご了承下さい。

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/

contact@hcg-
symposium.org

年 末 休 館 日

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。

休 館 日

休 館 日

電波防止装置設置工事

自由席

4000円 3500円

3500円 3000円

4000円 3500円
当日

自由席

指定席

大人
高校生

以 下

年 末 休 館 日

舞 台 保 守 点 検

東京藝術大学音楽学部 早期教育プロジェクト2017 in 金沢-ヴァイオリン部門公開レッスン-
夢を夢で終わらせない

クラシック音楽のヴァイオリン・レッスンを観てみませんか？

東京藝術大学 教授であり、国際的ヴァイオリニストの漆原朝子が、小・中学生の子どもたちに直接 公開レッスンを行います。

日時：2017年12月26日（火） 10：40 開場／11：00～ ランチタイムコンサート／11：50～ 公開レッスン

入場料：無料/全席自由 (定員308名 ) 事前予約不要※満席の場合は、お席が確保できないこともございます。

会場：金沢市アートホール 主催： 東京藝術大学音楽学部・公益財団法人金沢芸術創造財団

問い合わせ：東京藝術大学音楽学部 早期教育リサーチセンター ０５０－５５２５－２５８８


