
 ゴールデンボンバー 完売

 全国ツアー2018 3歳以上チケット必要

 平成30年度  学校法人

 大学院・大学・短期大学　入学式  金沢学院大学  宇宙の響宴 vol.Ⅱ 090-4125-3393(荻野) 20:45 一般 3000円

 植村太郎×鶴見彩 デュオリサイタル 090-7741-4958(彩の会) (予定) 大学生以下2000円

　国際シンポジウム　新しい都市の未来 　東京大学IR3S・国連大学OUIK

　～文化、生物多様性、風景の交流～ 　ストックホルムレジリエンスセンター

無料  第22回 PIARAピアノコンクール
終了後パレードあり  北陸地区大会

076-298-7044

(青竜幼稚園）

090-2127-7388 15:30 一般 2000円

(荒木) (予定) 高校生以下1000円

 石川県吹奏楽連盟　　　　　　　 ①10:15 ①10:30 ①12:30

 フレンドシップコンサート2018 ②14:45 ②15:00 ②19:00

 石川県日経会 日経セミナー事務局 18:00
 日本経済新聞社

　　　　　

 ものみの塔 https://www.jw.org  薔薇美子&FRIENDS

 聖書冊子協会 （エホバの証人HP）  シャンソン・カンツォーネコンサート

21:00

 林 恒宏　語りの世界 (予定) 一般4000円

 「声と楽器のアンサンブル物語」 15:00 高校生以下2000円

(予定)

 青い鳥バレエ団
モトシマエツコ
  クライネ・ムジカ 16:00
 090-1631-7700（モトシマ）  ヴァイオリンコンサート（発表会） (予定)

無料 30 (月)30 (月)  宮嶌　薫 076-264-8851 13:00 13:30

29 (日)

30 (月)  クラシックバレエ合同コンサート  日本バレエ協会北陸支部 13:30 14:00 - 1000円

19:00 19:30 28 (土)

29 (日) 29 (日) 13:00 13:30

28 (土) 28 (土)

 （株）研声舎 090-5686-9288

27 (金) 27 (金) 27 (金)

26 (木) 26 (木) 26 (木)

25 (水) 25 (水) 25 (水)

24 (火) 24 (火) 24 (火)

無料 22 (日)

23 (月) 23 (月) 23 (月)

 第38回 ちいさな音楽会  中村 千鶴 076-241-5150 12:15 12:30 16:30

1500円 薔薇美子シャンソン教室 076-268-0404 13:00 13:30 21 (土)

22 (日) 8:00 9:40 16:00 22 (日)

(土) 16:00

(金) 20 (金)

21 (土) 8:00 9:40 16:00

無料
21

19 (木)

20 (金)

 エホバの証人の巡回大会

13:00 17:00 準備 20

18:00 19:00 21:00 関係者 19 (木)

20:00 無料 18 (水)
http://www.nikkei4946.com/seminar/

19 (木)  すこやか検診説明会  （公社）金沢市医師会 076-263-6721

18 (水) 18 (水)  日経セミナー in 金沢 “平昌”後の朝鮮半島 18:30

17 (火) 17 (火) 17 (火)

076-257-8886 無料 15 (日)

16 (月) 16 (月) 16 (月)

16:00 1000円 15 (日)  第30回 響きの会 発表会  （株）ミュージッククラブ

13:00 13:30 14 (土)

15 (日)  石川県吹奏楽連盟 076-251-2109 12:30 13:00

14 (土) 14 (土)  荒木 万耶子　フルートリサイタル  ARAKIフルートアカデミー

13 (金) 13 (金) 13 (金)

12 (木) 12 (木) 12 (木)

11 (水) 11 (水) 11 (水)

15:30 関係者 10 (火) 10 (火)10 (火)  幼児花まつり大会  石川県仏教保育協会 13:30 14:00

9 (月) 9 (月) 9 (月)

13:00 13:30 16:00 無料 8 (日)

無料 7 (土)

8 (日) 8 (日)  ピアノ・バイオリン発表会  中島　千晶 076-233-7813

(土)  PIARAピアノコンクール事務局 0538-66-6007 11:45 12:00 15:30

(金)

7 (土)  平成30年度交通安全市民大会  金沢市歩ける環境推進課 076-220-2371 10:00 10:30 11:30 7

無料 5 (木) 5 (木)

6 (金) 6 (金) 6

5 (木) 076-224-2266 13:30 14:00 17:00

3 (火)

4 (水) 4 (水) 4 (水)

3 (火) 12:00 13:00 14:00 関係者

準備 2 (月) 2 (月)

076-229-8947

3 (火)  宙（そら） 18:30 19:00

13:00 16:30 無料 1 (日)

2 (月) 18:00 21:00

1 (日)  2018年 ひまわりピアノ教室発表会  株式会社 学びの庭 ひまわり 076-247-1733 12:30

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
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。

1 (日)  キョードー北陸 025-245-5100 16：30 17：00 19：30

平成３０年 ４月分
平成30年3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/

休 館 日 / 空 調 保 守 点 検

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。

空 調 保 守 点 検

空 調 保 守 点 検

練習等のため催物名は記載しておりません。

新・伝統舞踊劇 幻祭前夜２０１８～マハーバーラタより 作・演出・振付：小池博史

日 時：平成30年6月23日（土）開演 18：00 / 24日（日）開演14：00 （いずれも30分前開場）

会 場：金沢市民芸術村パフォーミングスクエア 入場料：一般3000円 高校生以下2000円（各当日500円増）※全席自由席

主 催・お問合せ：（公財）金沢芸術創造財団事業課 076-223-9898（平日9:00～17:00）

からだと音楽で作品をつくろう！～からだ×音楽 = 調和～ 「新・伝統舞踊劇 幻祭前夜２０１８～マハーバーラタより」関連ワークショップ

日 時：平成30年5月15日（火）～17日（木） 各日18:00～21:30 会 場：金沢市民芸術村 講師：小池博史、下町兄弟

参加料：2000円 定員：20名（申込先着順） 対象：中学生以上 ※演劇、ダンスの経験不問ですが、原則全日程参加できる方

主 催・お問合せ：（公財）金沢芸術創造財団事業課 076-223-9898 （平日9:00～17:00）


