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金
沢
が
東
欧
に
染
ま
る
１
週
間
。

● 石川県立音楽堂
● 北國新聞赤羽ホール

● 金沢市アートホール
● 北陸エリア（福井・石川・富山）

会場

金5 5祝
5 3 水

祝

本
公
演

4 28 金
金5 5 祝

風と緑の楽都音楽祭 検索

伝
統
芸
能
と
の
コ
ラ
ボ
や

市
民
参
加
の
大
型
コ
ン
サ
ー
ト
も
楽
し
め
る

ク
ラ
シッ
ク
音
楽
の
祭
典
ガ
ル
！

～プラハ・ウィーン・ブダペスト～

Musical Treasures of Eastern Europe-Prague, Vienna, Budapest

プログラム掲載
！

陶芸家：川崎知美



注目
ガル！

注目
ガル！

注目
ガル！

注目
ガル！

どなたでも観覧できます（要水族館入館料）
のとじま水族館  ☎0767-84-1271問

11：00
       ▼

11：30
宝達志水公演
会場／宝達志水町役場大集会室

3 4㊏ かがやきブラス（金管五重奏）

いよいよ始ガル！

エリア・プレイベント公演スケジュール 
北陸がクラシック音楽一色に染まる祭典！

全席自由：1,000円  高校生以下：500円
3才から入場可

全席自由：2,000円  中・高校生：1,000円  小学生：500円
未就学児要整理券（3歳から入場可）

【チケット取扱】：音楽堂チケットボックス  ☎076-232-8632

全席自由：1,500円  高校生以下：500円
未就学児要整理券、2歳以下膝上鑑賞、0歳以上入場可

【チケット取扱】：音楽堂チケットボックス
☎076-232-8632

（一般）穴水町文化・スポーツ振興事業団
                         ☎0768-52-3401

問

無料
風と緑の楽都音楽祭事務局  ☎076-232-8113問

0才から入場できます

13：30
       ▼

15：00
吹奏楽の祭典in中能登
会場／ラピア鹿島アイリスホール

3 25㊏

4 21㊎

4 16㊐

4 15㊏

地元中学校バンド「Center of the Note」（中能登中学校、志賀中学校、七尾中学校）
筒井 裕朗（Sax）　大徳 美幸（Sax）

無料

無料

風と緑の楽都音楽祭事務局  ☎076-232-8113問

風と緑の楽都音楽祭事務局  ☎076-232-8113問

風と緑の楽都音楽祭事務局  ☎076-232-8113問

0才から入場できます

14：30
       ▼

15：10
金沢蓄音器館公演①
会場／金沢蓄音器館 企画中

金沢蓄音器館  ☎076-232-3066問

14：00
       ▼

15：30
ガルガン管セクション！
春色ア・ラ・カルト
会場／音楽堂交流ホール

3 12㊐ ガルガン管楽アンサンブル

松村 玲郎（お話） 直江 学美（Sop） 德山 琉一（踊り）
北方 喜旺丈（Pf） 高田 愛子（Vn） 山岡 順子（Cl）
竹宮 純子（Perc） シグナス少年少女合唱団

さらにもう1人のティル・オイレンシュピーゲル
解説と音で綴る悲喜こもごも物語「オーケストラの管楽器」
ザ・ガルガン☆クルーズ～ドナウの音の旅～ガルガン・アンサンブルの管楽器メンバーが大集合！あの楽器と

この楽器がコラボしちゃう？！春を呼ぶ驚きと感動の音楽体験！

19：00
       ▼

20：30
楽都音楽祭プレコンサート
会場／音楽堂コンサートホール

4 12㊌ 松井 慶太（指揮）　オーケストラ・アンサンブル金沢
重森 光太郎（Pf）
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番

いたずら大好きな小人が津幡にやってくる？！ウクライナ民話
「びんぼうこびと」をテーマにした会場参加型キッズコンサー
ト！津幡公演は地元合唱団とコラボ！

いたずら大好きな小人が野々市にやってくる？！野々市公演は
地元ジュニアジャズバンドとコラボ！

14：00
       ▼

16：00
奥能登ピアノコンサートin穴水
会場／のとふれあい文化センター ラベンダーホール

3 26㊐
奥能登ドレミ育成会推薦者
般若 佳子（Va）　鶴見 彩（Pf）

リスト ：バラード 第2番
バルトーク ：ルーマニア民族舞曲（ヴィオラ版）
エネスコ ：ヴィオラとピアノのための演奏会用小品

全席自由：1,５00円  小学生以下：500円
2歳以下は膝上無料（要整理券）、0歳から入場可

津幡町文化会館「シグナス」
         ☎076-288-8526

問

全席自由：1,５00円  小学生以下：500円
2歳以下は膝上無料（要整理券）、0歳から入場可

野々市市文化会館フォルテ
         ☎076-248-8000

問

11：00
       ▼

12：00
いたずらこびとがやってくるinつばた　
会場／津幡町文化会館「シグナス」4 8㊏

白山市青少年音楽コンクール優秀者
前澤 歌穂（Msop）　小川 卓朗（Sax）　田島 睦子（Pf）
ドヴォルザーク ：我が母の教え給いし歌
モーツァルト ：モテット『踊れ、喜べ、幸いなる魂よ』より「アレルヤ」

全席自由：1,000円  高校生以下：500円
3才から入場可

1,000円（要予約）

14：30
       ▼

15：10
金沢蓄音器館公演②
会場／金沢蓄音器館 企画中

金沢蓄音器館  ☎076-232-3066問
1,000円（要予約）

19：00
       ▼

20：00
白山公演
会場／松任学習センタープララ

竹田 樹莉果（Vn） 富田 祥（Vc） 青島 広志（Pf・MC）
白山市文化振興課  ☎076-274-9573問

全席自由：１,０００円  高校生以下：無料（要整理券）未就学児入場不可

4 22㊏ 13：30
       ▼

14：00
能登島公演
会場／のとじま水族館

企画中

加賀屋  ☎0767-62-1111問

20：00
       ▼

20：40
加賀屋公演
会場／和倉温泉 加賀屋 ロビーラウンジ

企画中

白山市文化振興課
☎076-274-9573
問

14：00
       ▼

16：00
ユースコンサート&東欧に輝く音楽より
ガルガンフェスティバル
会場／白山市松任学習センタープララ

4 9㊐

ロン=ティボー国際音楽コンクール4位入賞、重森光太郎が4月の夜を飾る！

音楽祭前の必聴講座！池辺晋一郎がドヴォルザークでプラハからウィーン、ブダペスト、そして金沢へご案内します！

14：00
       ▼

16：00
市民オーケストラの祭典
会場／音楽堂コンサートホール

4 23㊐ 大浦 智弘（指揮）
スメタナ ：連作交響詩《我が祖国》第2曲「モルダウ」
ドヴォルザーク ：スラヴ舞曲 Op.46-4  Op.72-2
リスト ：交響詩《前奏曲》
ドヴォルザーク ：交響曲第8番《イギリス》

19：00
       ▼

20：30
前夜祭・池辺ガイドによる東欧の名曲案内
会場／北國新聞赤羽ホール

4 28㊎
テレザ・マトロヴァ（Sop） トーマス・チェルニー（Ten） 髙木 凜々子（Vn）
アビゲイル・ヤング（Vn） ヴォーン・ヒューズ（Vn） ダニイル・グリシン（Va）
ソンジュン・キム（Vc） 田島 睦子（Pf） 竹田 理琴乃（Pf）
白河 俊平（Pf） ハンガリー・ジプシー・バンド 池辺 晋一郎（MC）

風と緑の楽都音楽祭事務局
         ☎076-232-8113

問

風と緑の楽都音楽祭事務局
         ☎076-232-8113

問

11：00
       ▼

12：00
いたずらこびとがやってくるinののいち
会場／野々市市文化会館フォルテ 松村 玲郎（お話） 直江 学美（Sop） 德山 琉一（踊り）

北方 喜旺丈（Pf） 高田 愛子（Vn） 山岡 順子（Cl）
竹宮 純子（Perc） ジュニアサンシャインバンド

いたずら大好きな小人が羽咋にやってくる？！

11：00
       ▼

12：00
いたずらこびとがやってくるinはくい
会場／コスモアイル羽咋 松村 玲郎（お話） 直江 学美（Sop） 德山 琉一（踊り）

北方 喜旺丈（Pf） 高田 愛子（Vn） 山岡 順子（Cl）
竹宮 純子（Perc）

全席指定：2,000円 高校生以下：1,500円AK1

全席自由：2,000円 高校生以下：1,000円C01

ドヴォルザーク ：「月に寄せる歌」オペラ《ルサルカ》より
ドヴォルザーク ：「妙なる甘美な幻よ」オペラ《ルサルカ》より
ドヴォルザーク ：ユーモレスク
ドヴォルザーク ：ピアノ五重奏曲より

全席自由：1,５00円  小学生以下：500円
2歳以下は膝上無料（要整理券）、0歳から入場可

コスモアイル羽咋
☎0767-22-9888
問

★公演コードのついた公演は、音楽祭チケットカウンターでチケットを取り扱っております。
　その他の公演については各問合せ先にお問合わせください。

これから決まるエリア公演がたくさん！

続報をお待ちください！



13：45
       ▼

15：30
オープニングコンサート   会場／音楽堂コンサートホール 全席指定 S：3,000円／A：2,000円OP

1,000円
（一般）穴水町文化・スポーツ振興事業団
                         ☎0768-52-3401

問

どなたでも鑑賞可能

全席自由：500円
未就学児要整理券、2歳以下膝上鑑賞、0歳以上入場可

【チケット取扱】：音楽堂チケットボックス
☎076-232-8632

14：00
       ▼

15：00
城東音楽院公演
会場／城東音楽院ホール飛翔

大澤 明（Vc）　木米 真理恵（Pf）
ラフマニノフ：チェロソナタ　 ショパン＝リスト：乙女の願い

全席指定：2000円
城東音楽院ホール  ☎0766-22-6522問

14：00
       ▼

15：00
高岡公演 ルーカス・ヴォンドラチェック
会場／ウィング・ウィング高岡

ルーカス・ヴォンドラチェック（Pf）
スメタナ：３つの舞曲　ショパン・リストの名曲より

13：00
       ▼

13：50
武家屋敷跡 野村家公演
会場／武家屋敷跡 野村家

アクィユ・サクソフォンカルテット
武家屋敷跡 野村家  ☎076-21-3553問

無料

無料

無料

10：00
       ▼

16：00
吹奏楽の祭典
会場／しいのき迎賓館 石の広場
※雨天時 金沢歌劇座

石川県立金沢桜丘高校吹奏楽部、 金沢学院大学附属高等学校吹奏楽部、 遊学館高等学校吹奏楽部、 石川県立小松明峰高等学校吹奏楽部、 
小松市立高等学校吹奏楽部、 金沢大学吹奏楽団、 百萬石ウィンドオーケストラ、 富山県立高岡商業高校吹奏楽部、
福井工業大学附属福井高等学校吹奏楽部、 名古屋音楽大学シンフォニックウィンズ、 ザ・トランペットコンサート

12：15
       ▼

13：00
高岡公演 MusiColoreハンガリー声楽アンサンブル
会場／ウィング・ウィング高岡 MusiColore（ムジコローレ）ハンガリー声楽アンサンブル

全席自由：500円
（公財）高岡市民文化振興事業団　☎0766-20-1560問

17：30
       ▼

19：00
宮川彬良初登場！作曲家たちのひらめき大会
会場／北國新聞赤羽ホール

一般：2,000円  高校生以下：1,000円（前売、当日500円高）
（公財）高岡市民文化振興事業団　☎0766-20-1560問

一般：1,500円  高校生以下：1,000円（前売、当日500円高）
（公財）高岡市民文化振興事業団　☎0766-20-1560問

14：00
       ▼

15：30
オペラ歌手たちが競う！昭和歌謡大会 in 珠洲
会場／ラポルトすず

柴田 昌宜（指揮）　陸上自衛隊中央音楽隊アンサンブル
鶫 真衣（Sop）  石川 公美（Sop）  近藤 洋平（Ten）他

一般：2,000円  高校生以下：1,000円  5歳以上入場可
珠洲市音楽文化協会  ☎080-8999-5600問

14：00
       ▼

15：00
能美公演 ガルガン・リングアンサンブル
会場／能美市根上総合文化会館「タント」

ガルガン・アンサンブル 全席自由：1,000円  高校生以下：500円
能美市根上総合文化会館  ☎0761-55-8550問

19：00
       ▼

20：30
小松公演 ハンガリー・ジプシー・バンド
会場／小松うらら

ハンガリー・ジプシー・バンド 全席自由：2,000円  高校生以下：1,000円（前売、当日500円高）
こまつ芸術劇場うらら  ☎0761-20-5500問

13：30
       ▼

14：30
七尾公演
会場／能登演劇堂

秋本 悠希（Msop）  大野 由加（Pf）
池辺 晋一郎（MC）

全席自由 1,000円
能登演劇堂  ☎0767-66-2323問

18：30
       ▼

20：00
高岡公演 名古屋音楽大学シンフォニックウィンズ
会場／高岡文化ホール

田中 祐子（指揮） 名古屋音楽大学シンフォニックウィンズ
森 雅史（Bass）

一般：2,000円  高校生以下：1,000円  5歳以上入場可
内灘町文化スポーツ課　☎076-286-6716問

19：00
       ▼

20：30
オペラ歌手たちが競う！昭和歌謡大会 in内灘
会場／内灘町文化会館

柴田 昌宜（指揮）　陸上自衛隊中央音楽隊アンサンブル
鶫 真衣（Sop）  石川 公美（Sop）  近藤 洋平（Ten）他

一般：1,500円  高校生以下：1,000円18：30
       ▼

20：00
津幡公演 名古屋音楽大学シンフォニックウインズ
会場／津幡町文化会館「シグナス」

田中 祐子（指揮）
名古屋音楽大学シンフォニックウィンズ

全席自由 一般：2,000円  高校生以下：1,000円
富山県学校吹奏楽連盟
          事務局長：野替
  ☎090-2371-6916

問

18：30
       ▼

20：00
富山公演 ザ・トランペットコンサート
会場／富山市民プラザ アンサンブルホール

ザ・トランペットコンサート
レハール ：喜歌劇「メリー・ウイドウ」より メリー・ウイドウ・ダイジェスト
すぎやまこういち ：交響組曲「ドラゴンクエストXI」より 過ぎ去りし時を求めて

一般：2,000円  高校生以下：1,000円
福井県県民ホール
☎076-87-0003
問

18：30
       ▼

20：00
福井公演 ザ・トランペットコンサート
会場／福井県県民ホール

ザ・トランペットコンサート
レハール ：喜歌劇「メリー・ウイドウ」より メリー・ウイドウ・ダイジェスト
すぎやまこういち ：交響組曲「ドラゴンクエストXI」より 過ぎ去りし時を求めて

①13：00
②15：00

ベイサイドコンサート
会場／金沢港クルーズターミナル

石川県立小松明峰高校吹奏楽部
金沢港クルーズターミナル  ☎076-225-7030問

どなたでも鑑賞可能 無料
金沢港クルーズターミナル  ☎076-225-7030問

どなたでも鑑賞可能 無料
金沢港クルーズターミナル  ☎076-225-7030問

どなたでも鑑賞可能 無料
金沢港クルーズターミナル  ☎076-225-7030問

①13：00
②15：00

ベイサイドコンサート
会場／金沢港クルーズターミナル

名古屋音楽大学シンフォニックウィンズ

①13：00
②15：00

ベイサイドコンサート
会場／金沢港クルーズターミナル

石川県立金沢桜丘高校吹奏楽部

①13：00
②15：00

ベイサイドコンサート
会場／金沢港クルーズターミナル

金沢学院大学附属高等学校吹奏楽部

「世界で最も優れた唱法」と研究者が認めるハンガリー声楽
アンサンブル！世界が憧れる黄金のハーモニーに浸ろう！

風と緑の楽都音楽祭事務局
         ☎076-232-8113

問

全席指定：2,000円 高校生以下：1,500円AK２

4 29 ㊏㊗

5 3㊌㊗
5 4㊍㊗

14：00
       ▼

15：30
MusiColore声楽アンサンブルin穴水
会場／のとふれあい文化センター

MusiColore（ムジコローレ）ハンガリー声楽アンサンブル
La Musica（ラ ムジカ）
ハンガリーと世界の歌、崖の上のポニョ、カントリーロード

5 5㊎㊗

S席：8,000円
A席：7,000円  B席：6,000円

バックシート：4,000円
福井テレビコンテンツ事業部

☎（0776）21-2235（平日9：30～17：30）
問

14：00
       ▼

16：00
福井公演 ヤナーチェクフィルハーモニー管弦楽団
会場／ハーモニーホールふくい

沖澤 のどか（指揮）　ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団
矢賀部 光夏多（Pf）
スメタナ ：連作交響詩《我が祖国》第2曲「モルダウ」
シューマン ：ピアノ協奏曲
ドヴォルザーク ：交響曲第9番《新世界より》

広上 淳一（指揮） テレザ・マトロヴァ（Sop）
トーマス・チェルニー（Ten） 髙木 凜々子（Vn）
オーケストラ・アンサンブル金沢 ガルガン・アンサンブル
金丸明子バレエスタジオ 横倉明子バレエ教室
石川県筝曲連盟 ハンガリー・ジプシー・バンド

高校生以下各500円割
風と緑の楽都音楽祭事務局
         ☎076-232-8113

問

【一部】
10：00
       ▼

12：30
【二部】
14：00
       ▼

16：30

来て！見て！楽しむコンサート～参加型音楽祭
会場／会場:音楽堂邦楽ホール

風と緑の楽都音楽祭事務局
☎076-232-8113

問

【一部】 ピアノソロ（ショパン作品）、ピアノ連弾（ブラームス作品）、
　　　 声楽独唱  ゲスト：米谷昌美・相良容子（Pf）
　　　 ブラームス：ハンガリー舞曲集より 第1番～第6番

【二部】 ピアノソロ（リスト作品）、ピアノ連弾（ドヴォルザーク作品）、
　　　 弦楽独奏　ゲスト：平野加奈・大竹沙里（Pf）
　　　 ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集よりOp.72-2,72-7ほか

4 30㊐ 北陸の演奏者集まる！参加型プログラム！
さらにゲストピアニストによる連弾で魅了！！

5 1㊊

5 2㊋

5 6㊏

風と緑の楽都音楽祭事務局
         ☎076-232-8113

問

音楽祭恒例！現代を翔ける4作曲家が金沢に大集合、
ひらめきとユーモアが冴えわたる90分！

宮
川 

彬
良

池
辺 

晋
一
郎

新
垣 

隆

加
羽
沢 

美
濃

20：00
       ▼

21：00
MusiColoreハンガリー声楽アンサンブル公演
会場／北國新聞赤羽ホール

風と緑の楽都音楽祭事務局
         ☎076-232-8113

問

全席指定：2,000円 高校生以下：1,500円AK3MusiColore（ムジコローレ）ハンガリー声楽アンサンブル
Cantate Domino（ルネッサンスの曲目）
イエイロ：Northern Lights　コダーイ：Esti dal

津幡町文化会館「シグナス」  ☎076-288-8526問

注目
ガル！

注目
ガル！

注目
ガル！

5/1は音楽堂で
スクール
コンサート開催！
青島先生に
お任せガルっ
（一般入場不可）

5/3～5/5 イオンモール白山、 5/7柳田植物公園にてイベント開催予定！

レハール ：オペラ《微笑みの国》より
サラサーテ ：ツィゴイネルワイゼン

ドヴォルザーク ：スラブ舞曲第1番

：八橋検校による「六段」幻想
 箏とオーケストラのための

八橋検校・
倉知竜也



音楽祭の常連が集結して繰り広げる、一期
一会の真剣勝負！

本公演スケジュール

必聴、音大ブラバン初登場！田中祐子が振る
東欧の名曲が音楽祭の幕を開ける！！

クラシック三昧の中で出会う邦楽はなんと
も新鮮なアクセント！

一般：1,500円  高校生以下：1,000円　C11
9：40～10：30
田中祐子
名古屋音楽大学の吹奏楽団を振る
田中 祐子（指揮）
名古屋音楽大学シンフォニックウィンズ
コダーイ：組曲《ハーリ・ヤーノシュ》
フチーク：フローレンティナー・マーチ
吹奏楽コンクール課題曲より

S：3,000円／A：2,000円C12
12：20～13：10
ヤナーチェク・フィルのリスト
奇才の横顔
レオシュ・スワロフスキー（指揮）
ルーカス・ヴォンドラチェック（Pf）
ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団
加羽沢 美濃（MC）
リスト：交響詩《前奏曲》
リスト：ハンガリー狂詩曲 第2番
リスト：ピアノ協奏曲 第1番

石川県立音楽堂 

コンサートホール
石川県立音楽堂 

邦楽ホール

1,000 円以上は子ども割引♪……高校生以下 500円引き
小学生から入場可能（一部除く）

※S席は１階・２階  A席は3階です。
C …コンサートホール H …邦楽ホール

ハンガリーが生んだ稀代の天才、リスト。
その才能に様々な角度から焦点を当てる！

S：3,000円／A：2,000円C13
15：00～15：50
シンフォニエッタ
村上春樹の「1Q84」にも登場！
レオシュ・スワロフスキー（指揮）
ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団
ザ・トランペットコンサート（Tp）
加羽沢 美濃（MC）
ヤナーチェク ：シンフォニエッタ
コダーイ ：組曲《ハーリ・ヤーノシュ》
13本の金管楽器別動隊を含む大編成の
オーケストラ、度肝を抜く豊麗な響き！

S：2,500円／A：2,000円C14
17：40～18：30
炎のコバケン
チャイコの5番を熱演！
小林 研一郎（指揮）
群馬交響楽団
加羽沢 美濃（MC）

チャイコフスキー：交響曲 第5番

コバケンといえば5番、5番といえばコバケ
ン！円熟の極みをじっくり楽しみたい。

S：2,500円／A：2,000円C15
20：30～21：20
林 英哲の和太鼓
広上淳一&OEKと白熱の競演
広上 淳一（指揮）
林 英哲、英哲風雲の会（太鼓）
オーケストラ・アンサンブル金沢
ガルガン・アンサンブル
林　英哲：「千の海響」
　　　　　 （地元子ども達との太鼓共演）

石井眞木：モノプリズム
大胆さと精妙さが交差する緊迫感、大地と
呼応する和太鼓の大迫力に身をゆだねよう！

2,000円H11
11：00～11：50
アンサンブルで広がる
邦楽の愉しみ
藤舎 眞衣 （横笛）
北村 雅恋 （箏）
望月 太満衛 （鼓）
加賀山 紋 （民謡）
北陸舞踊協会 （日舞）

久石 譲：風の通り道
舞踊「雪月花」

ウィーン・フィル初の女性木管奏者ボネッリ。
「歌うフルート」が金沢に初上陸！

2,５00円H12
13：40～14：30
ウィーン・フィルの笛姫
ボネッリが詠う
小松 長生（指揮）
カリン・ボネッリ（Fl）
オーケストラ・アンサンブル金沢

ブラームス ：ハンガリー舞曲第２、４番
バルトーク ：ルーマニア民俗舞曲
ドップラー ：ハンガリー田園幻想曲
ドヴォルザーク ：序曲「謝肉祭」Op.92

世界的ダンサー、田中泯と「今、この瞬間、こ
の場に生まれる輝き」を共有する幸せ。

2,000円H13

7人のオペラ歌手と陸自音楽隊によるヒット
パレード。昭和の元気をいただきます！

2,000円H14
19：00～20：00
オペラ歌手たちが競う！
昭和歌謡大会
鶫 　真衣（Sop） 石川 公美（Sop）
直江 学美（Sop） 表 まり子（Ms）
近藤 洋平（Ten） 門田 　宇（Bar）
西村 朝夫（Bar）
陸上自衛隊中央音楽隊アンサンブル
柴田 昌宜（指揮）
いつでも夢を、 また逢う日まで
りんごの歌、 昴、 長崎の鐘、 夢想花
川の流れのように、 能登半島

2,000円A11
11：00～11：50
華麗なるヴァイオリンたちの
カルテット&鶴見彩
坂口 昌優（Vn） 篠原 　悠那（Vn）
水上 由美（Vn） 竹田 樹莉果（Vn）
鶴見 　彩（Pf）
バチェビッツ：
４台のヴァイオリンのための
モシュコフスキ：
２つのヴァイオリンとピアノのための
組曲Op.71　　　　　　　 ほか

歌曲は言葉が命。チェコの名歌手が母国語
で歌う東欧歌曲を聴くまたとないチャンス！

2,000円A12
13：40～14：30
チェコの名手が歌う東欧の歌曲
テレザ・マトロヴァ（Sop）
トーマス・チェルニー（Ten）
白河 俊平（Pf）
ドヴォルザーク：
我が母の教え給いし歌
レハール：
オペラ《メリー・ウィドウ》より「ヴィリアのうた」 
カールマン： 
オペラ《伯爵令嬢マリツァ》より
「ウィーンへ愛を込めて」　
レハール：
オペラ《メリー・ウィドウ》より 「唇は黙しても」 ほか

OEKのコンミス、我らがアビゲイルと充実
のメンバーで贈るピアノ五重奏曲の傑作！

2,000円A13
16：20～17：10
OEKコンミス
アビゲイル・ヤングと仲間たち
アビゲイル・ヤング （Vn）
ヴォーン・ヒューズ （Vn）
ダニイル・グリシン （Va）
ソンジュン・キム （Vc）
竹田 理琴乃 （Pf）

ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲第2番

あの髙木凜々子が降臨！YouTubeで見た
アーティストを生で聴けるチャンス！

2,000円A14
19：00～19：50
髙木凜々子
ストラディバリウスを奏でる！
髙木 凜々子（Vn）
五十嵐 薫子（Pf）
ドヴォルザーク ：我が母の教えたまいし歌
ヤナーチェク ：ヴァイオリンソナタ
ショパン：ノクターン（サラサーテ編）
　　　　　　　　　　　　　　　ほか

10：00～10：40
キッズの広場ブラスで名曲！！
金沢大学吹奏楽団　新平 衣里（Sop）
塚田 誉（MC）
ジブリメドレー、ジャンボリミッキー    ほか

金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

A …アートホール

0才～入場可

石川県立音楽堂 

交流ホール
K …交流ホール 全席自由

500円K11 小学生以下無料 要整理券

11：40～12：20
ソプラノ歌手冨平&指揮者沼尻の
ピアノによる0歳からの音楽会
冨平 安希子（Sop）　沼尻 竜典（Pf）

童謡「あめふりくまのこ」
「サウンド・オブ・ミュージック」より
「私のお気に入り」「ピノキオ」より「星に願いを」

0才～入場可
500円K12 小学生以下無料 要整理券

13：20～14：00
哀愁のジプシー歌曲集
熊田 祥子（Sop） 木村　 綾子（Sop.MC）
門田 　宇（Bar） 山田 ゆかり（Pf）
リスト：愛の夢
レハール：オペラ《メリー・ウィドウ》より
ドヴォルザーク：月に寄せる歌

15：00～15：40
ウィーン・フィル チェリストたちが
詠って語る
ゲルハルト・カウマン（Vc）
ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク（Vc）
フローリアン・エックナー（Vc）
ミラン・カラノヴィッチ（Vc）
ジーツィンスキー：ウィーン我が夢のまち

…コンサートホールC
…邦楽ホールH

…赤羽ホールAK…金沢市アートホールA
…交流ホールK

1,000円K14

1,000円K13

ウィーン・フィルのかつてと現在（いま）

キッズ集まれ！ブラスの響き！

16：40～17：20
金沢じょんから
百万石の輝きを奏す！
一川 明宏、明宏会（三味線）
金沢じょんから

1,000円K15

金沢じょんから 明宏会 百万石の輝きを奏す！

18：20～19：00
新垣　隆　民族音楽とは！！
新垣 　隆（Pf）
青島 広志（MC）

1,000円K16

新垣隆の美しい世界が交流ホールに広がる！

1560席 727席 308席 地下1階

16：20～17：10
田中 泯  東欧音楽との出会い
田中 泯（ダンサー）
クァルテット・インテグラ（Str.Quartet）
  Vn1：三澤響果　Vn2：菊野凛太朗
    Va：山本一輝　  Vc：築地杏里
バルトーク：無伴奏ヴァイオリンソナタ
  第1楽章「シャコンヌのテンポで」
バルトーク：弦楽四重奏 第６番

  中学生以下：500円
小学生以下無料（要整理券）
０才～入場可  全席自由
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音楽祭メインキャラクター・ガルちゃんが
登場！歌おう！遊ぼう！みんな一緒に！

スラヴ音楽を語る

国際気候変動会議の顛末

石川県立音楽堂 

コンサートホール
石川県立音楽堂 

邦楽ホール

※S席は１階・２階  A席は3階です。

504席

北國新聞赤羽ホール
AK …北國新聞赤羽ホール

1560席 727席C …コンサートホール H …邦楽ホール

★各公演の左上に記載している　　　   等の記号は、公演番号です。
　チケットをお求めの際にご利用ください。
★開場時間は開演の30分前（交流ホールは15分前）です。　★終演時間はおおよその目安です。
★終演後は分散退場にご協力ください。　★全公演指定席です。（　　　　　　　　　　   を除く）
★曲目・出演者につきましては、やむを得ぬ事情により変更になる場合があります。
　逐次最新情報をホームページでご確認ください。

K（交流ホール）

C11

C11

10：30～11：30
ガルガン・アンサンブル
feat.日野皓正
ガルガン弦楽・木管アンサンブル
日野 皓正（Jazz Tp）
カーマイケル：スターダスト
メリー・ウィドウより

2,000円AK4

コバケンがプラハの春音楽祭2002の開幕
でチェコ・フィルを指揮した記念すべき曲！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ21
11：20～12：10
コバケンの「わが祖国」①
～「モルダウ」の情景に浸る～
小林 研一郎（指揮）　群馬交響楽団
スメタナ：連作交響詩《わが祖国》より
 第1曲「ヴィシェフラド」
 第2曲「モルダウ」
 第3曲「シャールカ」

東洋人初の偉業は全世界に中継されファン
の歓喜に包まれた。あの感動が金沢で蘇る！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ22
14：00～14：50
コバケンの「わが祖国」②
～チェコ民族の魂を聴く～
小林 研一郎（指揮）　群馬交響楽団
スメタナ：連作交響詩《わが祖国》より
　　  第4曲「ボヘミアの森と草原から」
　　  第5曲「ターボル」
　　  第6曲「ブラニーク」

華やかな民族舞踊で彩られた東欧オペラの
代表作。胸躍る序曲からして聴き逃し厳禁！

ベルリン・フィルで首席指揮者ベトレンコの
助手を務めた沖澤。今が旬の音楽を聴こう！

S：3,000円／A：2,000円Ｃ23
16：40～17：50
スメタナの代表作オペラ
「売られた花嫁」ハイライト
レオシュ・スワロフスキー（指揮）
ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団
マジェンカ ：テレザ・マトロヴァ（Sop）
マジェンカの恋人 ：トーマス・チェルニー（Ten）
ヴァシェク ：澤武 紀行（Ten）
結婚仲介人 ：森 　雅史（Bass）
マジェンカの父親 ：栗原 峻希（Bar）
マジェンカの母親 ：石川 公美（Sop）
ヴァシェクの父親 ：西村 朝夫（Bass）
ヴァシェクの母親 ：前澤 歌穂（Msop）
東京オペラ・プロデュース合唱団
K.BALLET STUDIO      語り：木村 綾子

S：3,000円／A：2,000円Ｃ24
19：40～20：30
新鋭 沖澤のどか「新世界」を振る！
沖澤 のどか（指揮）
ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団
ドヴォルザーク：交響曲 第9番《新世界より》

10：00～10：50
林 英哲&英哲風雲の会
和太鼓の世界  
林 英哲、
英哲風雲の会 上田秀一郎、はせみきた、
                   田代 誠、     辻   祐        （太鼓） 林　英哲 ：   
劇鼓「レオナールわれに羽賜べ」

2,000円Ｈ21

若手実力者が織りなすスリリングな舞台。
朝一番にエネルギーをチャージしよう！

12：40～13：30
バルトーク国際コンクール
第2位 髙木凜々子が独奏
沖澤 のどか（指揮）　髙木 凜々子（Vn）
オーケストラ・アンサンブル金沢
ドヴォルザーク ：スラヴ舞曲第1集
　　　　 （op.46）より第1,2,3番
ヴィエニャフスキ ：ヴァイオリン協奏曲第2番

2,500円Ｈ22

他では聴けないレアプログラム。髙木と沖澤
の初々しいコンビに期待大！

18：00～18：50
ヘルシンキ大学男声合唱団
祖国愛を歌う
パシ・ヒュオッキ（指揮）
ヘルシンキ大学男声合唱団（Chor）
賛助出演：女声合唱団 コール・リプル（Chor）

シベリウス：フィンランディアより
　　 ウ・ボイ、ウ・ボイ（クロアチアの愛唱歌）

2,000円Ｈ24

合唱王国フィンランドで140年の歴史を誇
る男声合唱団、邦楽ホールを揺らす！

15：20～16：10
OEKで聴く東欧の名曲
松井 慶太（指揮）　石本 えり子（Pf）
オーケストラ・アンサンブル金沢
ブラームス ：ハンガリー舞曲第１番
コダーイ ：ガランタ舞曲
バルトーク ：ピアノ協奏曲第３番

2,500円Ｈ23

石本えり子をソリストに迎えて、松井慶太
OEKコンダクター就任後初の音楽祭！

ジャズトランペッター日野皓正をゲストに、ガルガ
ン・アンサンブルの音楽が自由自在に溢れ出す！

13：00～14：00
日本一の大編成
オカリナ合奏団の響き
善久（Zenkyu）オカリナ合奏団

2,000円AK5

「日本・チェコ親善公演」に出演！美しき都に
響き渡ったオカリナの響きを金沢で！

世界のJAZZ・ジャイアント、スーパートランペッター
日野皓正！唯一無二の音楽で金沢の夜を魅了する！

2,000円Ａ21

いつか聴いた旋律と郷愁を誘う響き。OEK
の松井コンマス・チームでじっくり味わおう！

308席

金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

A …アートホール

10：00～10：50
「アメリカ」「わが生涯より」
OEK弦楽四重奏の名演！！
松井 　　直（Vn）　上島 淳子（Vn）
丸山 萌音揮（Va）　大澤 　明（Vc）
スメタナ：弦楽四重奏曲 第１番《わが生涯より》
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第12番《アメリカ》

2,000円Ａ22

これも滅多に聴けない！左手の舘野、オーケ
ストラの精鋭とともにめぐる音楽の旅！

ピアノ独奏、ピアノ連弾、弦楽独奏、声楽独
奏など盛りだくさん！！

クラシック・ピアノとドラムスによる衝撃の
パフォーマンス！司会は池辺晋一郎先生！！

12：40～13：30
舘野　泉
左手で紡ぐヤナーチェクの魅力
レオシュ・スワロフスキー（指揮）
舘野 泉（Pf）
ヤナーチェク・フィルハーモニーアンサンブル
ヤナーチェク ：カプリッチョ
ドヴォルザーク ：管楽のためのセレナード

2,000円Ａ23

ジュネーヴ3位の五十嵐、ロン・ティボー4位
の重森。波に乗ってる今が聴きドキ！

15：20～16：10
世界へ飛び立った若き俊英たち
五十嵐薫子&重森光太郎
ショパンとリスト
五十嵐 薫子（Pf）　重森 光太郎（Pf）
ショパン ：エチュード「エオリアン・ハープ」
ショパン ：バラード第3番
モーツァルト=リスト：ドン・ジョヴァンニの回想
ワーグナー=リスト：歌劇「タンホイザー序曲」

2,000円Ａ24

今年も3人揃ったOEKのレジェンドたち。
再会を祝して音楽の喜びを分かち合おう！

18：00～18：50
OEKレジェンドトリオの
熟成ドヴォルザーク
トロイ・グーギンズ（Vn）　大澤 明（Vc）
木村 かをり（Pf）
ドヴォルザーク：
ピアノ三重奏曲 第４番ホ短調作品９０
《ドゥムキー》                     ほか

石川県立音楽堂 

交流ホール
地下1階K …交流ホール 全席自由

10：00～10：40
てあそび音楽会withガルちゃん
新平 衣里（Sop） 多田 由実子（Fl）
沢 　芹菜（Pf） ガルガンチュア
幸せなら手をたたこう

0才～入場可
500円K21 小学生以下無料 要整理券

11：40～12：20
「来て！見て！楽しむコンサート
～参加型音楽祭～」の優秀者たち
青島 広志（MC）

0才～入場可
500円K22 小学生以下無料 要整理券

13：20～14：00
バルトークとウィーンの調べ
Sax&ハンドベル
春日 敏美（指揮）
北陸学院高校ハンドベルクワイア
アクィユ・サクソフォンカルテット（Sax）
ユーモレスク、スラヴ舞曲、鍛冶屋のポルカ
春の声、ルーマニア民俗舞曲

1,000円K23

15：00～15：40
三舩 優子&堀越 彰
ピアノとドラムスがつくる新境地
OBSESSION ［三舩優子×堀越彰]（Jazz）
池辺 晋一郎（MC）
ガーシュウィン ：ラプソディー・イン・ブルー
ボロディン ：ダッタン人の踊り
池辺晋一郎 ：「ふたりづれの蝶がくぐる」

1,000円K24

16：40～17：20
アドバイザー 加羽沢美濃の部屋
加羽沢 美濃（Pf） ゲスト：三戸 大久（Bas Bar）

1,000円K25

1,000円K26
18：20～19：40
スラヴ音楽を語り演ずる
山本 有希子（Sop） ジドレ（Vn）
松永 みなみ（Pf） 青島 広志（MC）
ドヴォルザーク：我が母の教え給いし歌
ショパン（福本純也編曲）：子犬のワルツ

15：00～16：00
MusiColore+La Musica
ハンガリーと金沢の響き！
ラヂッチ・エヴァ（指揮）
MusiColore【ムジコローレ】
ハンガリー声楽アンサンブル（Chor）
La Musica（Chor）

コダーイ ：Szep Konyorges
ガーシュイン ：Summertime
Furusatoーふるさとー               ほか

2,000円AK6
17：00～18：00
ウィーン チェロ・アンサンブル
によるコメディ演奏
ウィーン チェロ・アンサンブル5+1
パッヘルベル：カノン～「剣の舞」
クライスラー：愛の喜び

2,000円AK7

19：00～20：00
日野皓正Tpジャズ公演
日野 皓正クインテット（Jazz Band）

2,000円AK8

La Musicaを全日本合唱コンクール金賞
に導いた、MusiColore指導者ラジッチ・
エヴァ！2団体のコラボレーションがここに！

東欧ラプソディー
モルダウ
ハンガリー舞曲第5番
ウイリアム・テル
乾杯の歌
タンホイザー行進曲
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昨年はコンツで場の空気が一変。今年もウィー
ン・フィル奏者を迎えて期待は爆上がり！

親子で楽しむウクライナ民話！ いたずらこ
びとがでてくるよ！

500円K31
10：00～10：40
いたずらこびとがやってくる
in かなざわ
松村 玲郎 （お話） 直江 学美（Sop）
德山 琉一 （踊り） 高田 愛子（Vn）
山岡 順子 （Cl） 竹宮 純子（Perc）
北方 喜旺丈 （Pf）
エコールドゥハナヨバレエ（Ballet）
いたずらこびと（ウクライナ民謡より）

0才～入場可
小学生以下無料 要整理券

500円K32
11：40～12：20
ガルガン・キッズ
鈴木 恵里奈（指揮）　ガルガン・アンサンブル
フィドルファドル、くるった時計
音楽と語りによる「みにくいアヒルの子」
廣瀬大悟（お話） 

0才～入場可
小学生以下無料 要整理券

500円K33
13：30～14：45
ジュニアオーケストラ公演
福井ジュニア弦楽アンサンブル
ジャスタ・イン・トヤマ・ジュニア
石川県ジュニアオーケストラ
松井 慶太（指揮）
ドヴォルザーク ：交響曲第9番《新世界より》
ドヴォルザーク ：スラヴ舞曲より　　　　ほか

0才～入場可
小学生以下無料 要整理券

石川県立音楽堂 

コンサートホール
石川県立音楽堂 

邦楽ホール
1560席 727席C …コンサートホール H …邦楽ホール

【声域、楽器 略記号】

音楽祭恒例、箏曲のしらべに包まれる幸せ
なひととき。

OEKの室内楽といえばこの人、坂本チーム
によるドラマチックで濃密な時間をぜひ！

S：3,000円／A：2,000円Ｃ31
11：20～12：10
ドヴォコンをウィーン・フィル
俊英とともに
広上 淳一（指揮）
セバスティアン・ブルー（Vc）
ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲

指揮者とオケの実力を知る絶好のプログラ
ム。モルダウはコバケンとの比較も楽しみ！

S：3,000円／A：2,000円Ｃ32
14：00～14：50
ヤナーチェク・フィルのドヴォ 8
交響曲の名曲！
レオシュ・スワロフスキー（指揮）
ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団

スメタナ   ：連作交響詩《わが祖国》より
  「モルダウ」
ドヴォルザーク：交響曲 第8番

S：2,500円／A：2,000円Ｃ33
16：50～17：40
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」
ハイライト
沖澤 のどか（指揮）
オーケストラ・アンサンブル金沢
ドン・ジョヴァンニ ：三戸 大久（Bas Bar）
レポレッロ ：栗原 峻希（Bar）
ドンナ・アンナ ：竹多 倫子（Sop）
ドン・オッターヴィオ ：近藤 洋平（Ten）
騎士団管区長 ：森 雅史（Bas）
ドンナ・エルヴィーラ ：秋本 悠希（Msop）
ツェルリーナ ：鶫 真衣（Sop）
マゼット ：門田 宇（Bar）
語り：木村 綾子
モーツァルト：
オペラ《ドン・ジョヴァンニ》

※S席は１階・２階  A席は3階です。

10：00～10：50
箏のしらべで広がる
邦楽の愉しみ
石川県箏曲連盟（箏）　藤舎 秀代（横笛）
藤間 信乃輔（日舞）　   斎藤 千霞（書）
ドヴォルザーク ：ユモレスク
ブラームス ：ハンガリー舞曲
沢井　忠夫 ：黒田節幻想曲           ほか

2,000円Ｈ31

ヴァイオリン、ツィンバロン、コントラバス
のトリオがあなたの魂を揺さぶる！

12：40～13：30
本場よりジプシー音楽
クロスオーバーな魅力
ハンガリー・ジプシー・バンド
フバイ ：《チャールダーシュの情景》より
 「ヘイレ・カティ」
リムスキー＝
コルサコフ ：熊蜂の飛行

ハイドン ：ジプシーロンド           ほか

2,000円Ｈ32

ハルトマンが描いた10枚の風物画を能舞と
バレエで表現する。4年の時を経て待望の共演。

15：30～16：20
渡邊荀之助の能舞
「展覧会の絵」全曲
渡邊 荀之助、渡邊 茂人、
川瀬 隆士、渡邊 さくら（能舞）
中村 香耶（モダンバレエ）
マルティン・シュタットフェルト（Pf）
ガルガン管楽アンサンブル
江野 泉（能管）
中村　豊（演出）

ムソルグスキー：展覧会の絵

2,000円Ｈ33

必聴、この人たち本当にウィーン・フィル？
既成概念を打ち破る動画は世界を席巻！

18：10～19：00
ウィーン チェロ神業ボレロ必見！
ウィーン チェロ・アンサンブル5+1（Vc）
スメタナ：
「道化師の踊り」オペラ《売られた花嫁》より
チャイコフスキー：ロココの主題による変奏曲
ドップラー ：ハンガリー田園幻想曲 Op.26
ラヴェル ：ボレロ
リムスキー=コルサコフ：熊蜂の飛行

2,000円Ｈ34

2,000円Ａ31
10：00～10：50
OEKメンバー坂本、
早川&田島トリオ
坂本 久仁雄（Vn）  早川 寛（Vc）  田島 睦子（Pf）

ドヴォルザーク ：ピアノ三重奏曲 第3番
スーク ：エレジー

地元出身のおなじみアーティストが繰り広
げる東欧の音楽。

2,000円Ａ32
12：40～13：30
歌とピアノで綴る東欧への旅
木村 綾子（Sop） 熊田 祥子（Sop）
直江 学美（Sop） 山田 ゆかり（Pf）

シュトラウス ：「眠りにつくとき」
   《四つの最後の歌》より
ドヴォルザーク ：我が母の教え給いし歌 
オッフェンバック ：「ホフマン物語」より舟歌
リスト ：わたしが眠りにつくとき ほか

初めてのアーティストとの出会いはいつも
刺激的。ピアノ・ファンの期待に応えます！

2,000円Ａ33
15：30～16：20
東欧のピアニズムに浸る
～ルーカス・ヴォンドラチェック
  ・リサイタル～
ルーカス・ヴォンドラチェック（Pf）

スーク：６つの小品
スメタナ：３つの舞曲

ショパン・リストの名曲より

実は連弾の作品が充実している東欧。弾いて
も聴いても楽しいピアノの世界へようこそ！

2,000円Ａ34
18：10～19：00
ピアノ連弾で広がる
ブラームス&ドヴォルザーク
の舞曲
米谷 昌美・相良 容子（Pf）
平野 加奈・大竹 沙里（Pf）
潮 博恵（MC）
ブラームス ：ハンガリー舞曲より
ドヴォルザーク ：スラヴ舞曲より

308席

金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

A …アートホール

石川県立音楽堂 

交流ホール
地下1階K …交流ホール 全席自由

17：25～18：05
ソプラノ、チェロ、
そして二胡 & ハープの共演
稲垣 絢子（Sop） 細川 　文（Vc）
李 　彩霞（二胡） 上田 智子（Hrp）
潮 　博恵（MC）

モルダウ、我が母の教え給いし歌、
ユーモレスク、花の季節　　　　　　　ほか

1,000円K35

15：45～16：25
木米真理恵
ポーランドに想いを寄せて
木米 真理恵（Pf）
中川 紗優梨（Vn）
ヴィエニャフスキ ：華麗なるポロネーズ第1番
パデレフスキ ：幻想的クラコヴィアク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

1,000円K34

金沢
が東欧に染まるガル！

金沢
が東欧に染まるガル！

昨夏、オペラ「フィガロの結婚」が大評判
だった沖澤、得意のモーツァルトを振る！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ34
19：30～21：00
珠玉のオペラアリアが目白押し
紅白歌合戦2023
オーケストラ・アンサンブル金沢
ガルガン・アンサンブル

音楽祭の最後を飾る絢爛豪華な紅白歌合戦。
会場での応援を心よりお待ちしております！

白組
沼尻 竜典（指揮）
近藤 洋平（Ten）
澤武 紀行（Ten）
トーマス・チェルニー（Ten）
栗原 峻希（Bar）
西村 朝夫（Bar）
門田 　宇（Bar）
三戸 大久（Bas Bar）

紅組
鈴木 恵里奈（指揮）
テレザ・マトロヴァ（Sop）
竹多 　倫子（Sop）
鶫 　　真衣（Sop）
冨平 安希子（Sop）
石川 　公美（Sop）
前澤 　歌穂（Msop）
秋本 　悠希（Msop）

プラハ初演作！

55FriFri
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ルネサンス成熟期に、小説家ラブレー
が書いた唯一無二の物語『ガルガン
チュア物語』の登場人物。あきれる
ほど旺盛な食欲と好奇心、何にでも
挑戦するエネルギーを持ち、音楽祭を
   盛り上げるガルっ！

音楽祭公式キャラクター
ガルガンチュア

Sop ：ソプラノ
Msop ：メゾソプラノ
Ten ：テノール
Bar ：バリトン
Bas Bar ：バスバリトン

Bass ：バス
Vn ：ヴァイオリン
Va ：ヴィオラ
Vc ：チェロ
Cb ：コントラバス

Fl ：フルート
Cl ：クラリネット
Sax ：サックス
Tp ：トランペット
Hrp ：ハープ

Pf ：ピアノ
Perc ：パーカッション
Comp ：作曲家
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ソリスト
が大集合！
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ソリスト
が大集合！

小林 研一郎
©山本倫子

東欧のオーケストラの響きを味わう！

金沢の至宝が東欧の名曲を奏でる！

コバケン《わが祖国》全曲制覇！

レオシュ・スワロフスキー

華麗なるソリストたちによる東欧の珠玉の名曲！
鈴木 恵里奈

ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団 群馬交響楽団

沖澤 のどか
©Felix Broede

沼尻 竜典 小松 長生
©五味明憲

広上 淳一オーケストラ・アンサンブル金沢 松井 慶太
©Ayane Shindo

ザ・トランペットコンサート

テノール

ソプラノ メゾ・ソプラノ ピアノ

ピアノ

田中祐子率いる“めいおん”が5/3の幕をあける！

北陸・石川発のライジングスター

クラシック・ア・ラ・カルト

邦楽新時代

ヴァイオリン チェロ フルート トランペット

バリトン バスバリトン バス

指揮 指揮

指揮 指揮

セバスティアン・
ブルー

五十嵐 薫子
©井村重人

石本 えり子 重森 光太郎 髙木 凜々子 カリン・ボネッリウィーン
チェロ・アンサンブル5+1

ルーカス・
ヴォンドラチェック

秋本 悠希テレザ・マトロヴァ 竹多 倫子
©深谷義宣

冨平 安希子
©Yoshinobu Fukuya

木村 綾子 石川 公美 鶫  真衣 前澤 歌穂 舘野  泉
©AkiraMuto

木村 かをり

トーマス・チェルニー 三戸 大久栗原 峻希 西村 朝夫 門田 宇澤武 紀行 近藤 洋平 森  雅史

渡邊 荀之助
（能舞）

田中  祐子（指揮）
©Ayane Shindo

名古屋音楽大学シンフォニックウィンズ＆ マルティン・
シュタットフェルト（ピアノ）

＆クァルテット・インテグラ田中  泯（踊り）＆

田中泯がクラシックで舞う至高の公演！ 加賀宝生とクラシックのコラボ！

英哲風雲の会（太鼓）林  英哲（太鼓）
©M.Tominaga

ガルガン・アンサンブル 石川県箏曲連盟（箏） 藤舎 眞衣
（横笛）

藤間 信之輔
（日舞）

ハンガリー・ジプシー・バンド ヘルシンキ大学男声合唱団 MusiColore（ムジコローレ）
ハンガリー声楽アンサンブル

日野 皓正
（JAZZ Tp）
ⒸTomoya Takeshita

Obsession
（三舩 優子×堀越 彰）

合

…
東
欧
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JR金沢駅

［兼六園口（東口）］

［金沢港口（西口）］

バ
ス
の
り
ば

タクシー
のりば

ガーデン
ホテル金沢

↓むさし  

駅前中央
金沢駅前南

一般車
駐車場

六
枚   

←

ANAクラウン
プラザホテル
金沢

ホテル
日航金沢

ホテル
金沢

金沢
フォーラス

ポルテ金沢

駅前東

石川県立
音楽堂

金沢市アートホール（ポルテ金沢 6F）

［JR線］ 
●北陸新幹線・北陸本線  金沢駅下車  兼六園口すぐ
［お 車］ 
●富山方面より／北陸自動車道「金沢東 IC」→金沢駅方面へ
●福井方面より／北陸自動車道「金沢西 IC」→金沢駅方面へ

JR金沢駅

石
川
県
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※金沢駅周辺は混雑しますので、お出かけの際は
　公共交通機関をご利用ください。

金沢市内マップ JR金沢駅周辺 アクセスマップ

※いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭の公演が対象です

チケット取扱

電話予約 076-232-8118（10：00～18：00）

窓口販売 10:00～19:00
（休館日〈2/13㊊・3/13㊊・4/17㊊〉をのぞく）

インターネット https://www.gargan.jp/

※座席が選択できます。

音楽祭チケットカウンター（石川県立音楽堂内）

● 対　　象：音楽堂有料公演にご来場いただいたお客様（無料公演は対象外）
● 料　　金：公演当日駐車1回につき上限800円　※通常料金　最初1時間400円、以降30分ごとに200円
● 割引方法：各ホールエントランス割引認証機に駐車券を通してください。※音楽堂地下駐車場以外は対象となりません。

石川県立音楽堂地下駐車場　駐車料金割引のお知らせ

【コロナウイルス感染予防対策について】　楽都音楽祭では、コロナウイルス感染予防に万全の態勢で取り組み、お客様
の安全・安心を第一にコンサートを楽しんでいただけるよう、下記の通り協力を依頼します。
①発熱・咳・のどの痛み等体調のすぐれない方はご来館をお控え下さい。
②館内では常時マスクの着用をお願いします（着用の無い場合は入場できません）。（フィルター性能の高い不織布マスク
を推奨・顔や鼻にしっかりとフィットさせてください）　また、「咳エチケット」の励行にご協力下さい。
③入場時の体温測定にご協力ください（発熱が有る際は入場をお断りさせていただく場合があります）。
④入館時の手指消毒や、施設内での石鹸での手洗いなどにご協力下さい。また、トイレでの手洗い後はご自身のハンカチ
をご利用下さい。
⑤館内でのお客様同士の大声での会話や、「ブラボー」などの掛け声等はお控え下さい。

⑥館内では社会的距離を確保し、密集を避けるようにご協力ください。
⑦クロークの営業は再開します。　⑧「ひざ掛け」の貸し出しは休止しています。　⑨客席内でのご飲食はご遠慮ください。
⑩ウォータークーラーの使用は中止しています。薬の服用や水分補給のために必要な飲料水などはご自身でご持参ください。
⑪館内にゴミ箱は設置しておりませんので、ゴミはお持ち帰りください。
⑫公演後のアンコール曲やネタの掲示は密集をさけるため、掲示以外の方法（アナウンスやウェブサイト等での告知等）で
ご確認ください。
⑬サイン会、楽屋への面会、出待ち、入待ちなどはご遠慮下さい。
⑭病気や障害によりマスクの着用等が困難な場合は、事前にお問い合わせください。　　　　　　　　　　　（R5.1.現在）

東欧の民族衣装を纏ったガルガンチュアが空を翔ける！
九谷五彩に彩られた青い鳥にあしらわれた花々はハンガリー国花ゼラニウ
ム、オーストリア国花のエーデルワイス、そして石川県花の黒百合。東欧の
空を翔けぬけて、幸せの青い鳥が春の金沢へ音楽を運ぶ！

meets KOGEI！
金沢伝統工芸で音楽祭が輝く！
2023のメインビジュアルを手掛けたのは、金沢で活躍する陶芸家の川崎知美さん。

［プロフィール］ 陶芸家 川崎 知美（カワサキ トモミ）
金沢市生まれ。石川県立工業高校 工芸科卒。
金沢学院大学美術文化学部卒。卯辰山工芸工房 陶芸修了。
三栄工業株式会社 代表取締役
金沢駅あんと群青の広見内wonderspace金沢駅 運営。

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委員会事務局  〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1 石川県立音楽堂内お問い合わせ
☎076-232-8113（平日10：00～17：00）　https://www.gargan.jp

■主催／いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭実行委員会、石川県、金沢市
■共催／（一財）石川県芸術文化協会、（公財）福井県文化振興事業団、（公財）富山県文化振興財団、（公財）射水市文化振興財団、（公財）高岡市民文化振興事業団、
             （公財）金沢芸術創造財団、（公財）石川県音楽文化振興事業団
■特別協力／北國新聞社、読売新聞北陸支社

● コンサートホール …… 51617
● 邦楽ホール …………… 51638
● 交流ホール …………… 51761

● アートホール ………………51748
● 北國新聞赤羽ホール ………51820

L
コ
ー
ド

インターネット https:// l -t ike.com

コンビニ ローソン店頭Loppi

ローソンチケット

● コンサートホール ……234-808
● 邦楽ホール ……………234-809
● 交流ホール ……………234-810

● アートホール ……………234-811
● 北國新聞赤羽ホール ……234-813

P
コ
ー
ド

インターネット https:// t.pia.jp/

コンビニ セブンイレブン店頭マルチコピー機（要Pコード）

チケットぴあ

コンビニ セブンイレブン店頭マルチコピー機

セブンチケット

インターネット http://7ticket.jp/

※曲目・出演者につきましては、やむを得ぬ事情により変更になる場合があり
ます。逐次最新情報を音楽祭ウェブサイトでお知らせいたしますので、
ご確認ください。
※小学生からご入場いただけます。（一部0才、3才からご入場いただけるもの
があります）
※車椅子席は「音楽祭チケットカウンター(窓口)」のみの取扱となります。
※チケット購入後の払い戻し（キャンセル）や変更はできませんので、あらか
じめご了承ください。

よい席はお早め
に

ガル！

協力：galleria PONTE

2/10～ プレミアムセット券販売決定！・お好きな公演5枚で10,000円！
・限定300セット！ ※販売・引換はチケットカウンターのみ

Web先行はコチラ！

● Web先行販売  1/25㊌ 10：00～2/5㊐  23：59
● 一  般  販  売  2/10㊎ 10：00～公演前日18：00


