
 第42回アンデパンダン展

 美術講演会

090-1634-1477

（事務局　今枝外喜雄） 9:30 16:00

(予定) (予定）

 金沢市市民局

 人権女性政策推進課

 石川県高等学校  石川県高等学校 076-241-6117 076-246-0772

 文化連盟文化教室  文化連盟文化教室 （金沢泉丘高校） （堺）

9:45 10:00 20:00

(予定） (予定） (予定）

500円（当日700円） 9:45 10:00 16:30

未就学児無料 (予定） (予定） (予定）

 石川県高等学校  石川県高等学校 076-241-6117  室内楽コンサート 090-2371-4436

 文化連盟文化教室  文化連盟文化教室 （金沢泉丘高校）  後期ロマン派と、それから。 （木藤）

090-1843-9684 20:45

（田島） (予定）

16日 10:00 17:00  http://masakohosoda.com/ 一般3000円

17日 10:00 16:00  contact/contact.html 学生2500円

 兼六民謡会 090-5173-4661 16:00

 第60回発表会 （沢田） (予定）

 石川県高等学校  石川県高等学校 076-241-6117

 文化連盟文化教室  文化連盟文化教室 （金沢泉丘高校）

 山内惠介　熱唱ライブ2018 6000円

 ～新たなる夢の扉へ～ (全席指定）

①10:30 11:00 12:30 090-6810-1938

②13:30 14:00 15:30 (富田）

23日 10:00 17:00 090-7599-3387

24日 9:00 16:00 （多田）

090-2836-0194 一般　1000円  第43回 16:30

(上田) 高校生以下　500円  高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会 (予定）

9:00 12:45

(予定） (予定）

9:00 9:00

(予定） (予定）

 第65回　定期演奏会  金沢交響楽団 13:30 14:00

076-296-1334 無料
 ウチョウランと山野草展
 （会期：6/23、24）

 石川蘭草連合会

 フコク生命金沢支社プレゼンツ
 サンリオスマイルコンサート
 「リボンの国の音もだち」

 富国生命保険相互会社
 金沢支社

076-263-8851

13:00 22:00 準備

招待

13:00 14:00 16:00 関係者

 アイエス
076-224-4141

ケィ・シィ・エス
（平日10～18時）

12:30 13:00 15:30

 兼六民謡会 076-248-5761 10:00 11:00 15:30 無料

22:00

13:15 14:00 16:00

準備

13:00 14:00 16:00 関係者

13:00 14:00 16:00 関係者

18:00 22:00 準備

15:30

16:30 無料

 第36回　すずらんの会 ピアノコンサート
 渡辺　睦子
 新崎　仁美
 長野　良子

090-9448-8031 13:00 13:30 15:30 無料

関係者12:00 13:00― 高橋信次先生の法を学ぶ会

準備日―――

2000円

 プレ・パリ祭金沢実行委員会 076-268-0404 13:00 13:30 2000円

 第42回　くにたちコンサート  国立音楽大学石川県同調会 18:30 19:00 20:40
一般1500円
学生1000円

（当日各200円増）

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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29 (金)

30 (土)

26

(日)

27 (水)

26 (火)

27 (水)

26 (火)

(月) 25 (月)

23 (土) 24

24 (日) 25

24

(金)

23 (土) 23 (土) 23 (土)

22

 第25回　東邦ミューズの会　コンサート  東邦ミューズの会

(木)

(金) 22

21 (木) 21

22 (金)

20:30
※要事前申込

（詳細は主催者に

お問い合わせください）

(火) 19

20 (水)

(木)

20 (水) 20 (水)

21

18 (月)

(火)

18 (月) 18 (月)

19 (火) 19

17 (日) 17 (日) 17 (日) 第14回　『新しい風コンサート』  泰声会 1000円13:30

16 (土) 16 (土) 16 (土)
 第30回百万石ウチョウラン展
 （会期6/16、17）

076-252-3373 無料 百万石野生ラン会

15 (金) 15 (金) 15 (金) 田島　茂代　ソプラノリサイタル
 MOST
(Music Office Shigeyo Tajima) 18:30 19:00

14 (木) 14 (木) 14 (木) Musica Resonante 18:30 19:00 21:00

13 (水) 13 (水) 13 (水)

12 (火) 12 (火) 12 (火)

11 (月) 11 (月) 11 (月)

10 (日) 10 (日) 10 (日)

 ピティナ金沢西支部
 ピティナ・ピアノコンペティション
 金沢西地区予選

076-221-1544 無料
9 (土) 9 (土) 9 (土)

 金沢吹奏楽研究会
 第42回定期演奏会

　金沢吹奏楽研究会
076-247-9033

（ヤスノウ）

9:00
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7 (木)

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) 1 (金)

(土)

(月)

 プレ・パリ祭　金沢 2018

18:30

一般3000円

（当日500円増）

学生1000円

（当日・事務局扱いのみ）

 Piano&Percussion 打の世界  細田真子 金沢公演実行委員会 13:30 14:00 16:00

16:30 1000円

 初夏の音詩　―おとうた―  カメラータ Goen 13:30 14:00 16:00
一般2000円

高校生以下1000円
（当日各500円増）

076-237-8211

 学会長
 石川県立中央病院
 名誉院長
 山田　哲司

 第68回　日本病院学会

13:00 13:30

14:00

 月刊三橋 全国ツアー in 金沢  経営科学出版 06-6121-6211 18:00

 石川美術会  076-240-0099 14:30 15:00 16:30

要　観覧券

無料

 第30回記念　民謡華絵巻  金沢市民謡協会

10:30

 人権問題講演会 076-220-2095 14:30 15:00

平成30年 ６月分
平成３０年５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

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

練習等のため催物名は記載しておりません。

～リニューアルに伴う施設の仕様変更

および基本使用料金の改定について～

①ホール棟 第１楽屋

楽屋用女子トイレの増設のため従来より面積が縮小し、

基本使用料金が改定されました。

＜第1楽屋 基本使用料金＞

改定前

↓ 

改定後

②会議棟1階 多目的ルーム

これまでサロンとして来館者に開放していたスペースが、 会議等で

ご利用頂けるようになり、 基本使用料金が新たに設定されました。

＜多目的ルーム 基本使用料金＞

③会議棟1階 展示ギャラリー

会場中央部の固定式ショーケース及び移動式ショーケースを撤去します。

会場奥の壁面ショーケースは従来通りご利用頂けます。

④会議棟2階 大集会室

可動間仕切りにより2つの区画に分割して使用することが可能となり、

第１区画及び第２区画の基本使用料金が新たに設定されました。

＜大集会室 基本使用料＞

⑤会議棟3階 大会議室

馬蹄形（52席）の机を撤去し、

長机を配置した100人収容（予定）の スクール形式の会場に変わります。

椅子のみの配置（210席（予定））に並べ替えて頂くことも可能です。

詳細については、ホームページ上の各施設のページをご覧下さい。

ご不明な点等ございましたら、上記仮事務所までお問い合わせ下さい。

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。

TEL (076)223-1221

FAX (076)223-1299

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。

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。

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）

ヴェルディ作曲 歌劇「リゴレット」 ヴェルディ三大傑作のひとつ、オペラ「リゴレット」を金沢初上演！

日時：平成30年11月25日（日） 14：00開演（予定） 会場：金沢歌劇座 7月下旬チケット販売開始

チケット価格（予定）：SS(指定席) 12,000円、S(指定席) 10,000円、A(指定席) 7,500円、B(指定席) 5,000円、C(自由席) 3,000円

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）


