
バルトーク国際コンクール・グランプリ！
金子三勇士が鍵盤の魔術師となる！

本公演スケジュール

6年連続全国吹奏楽コンクール出場！フレッ
シュなブラスサウンドが本公演の幕を開ける！

「ロザムンデ」と能舞で魅せる時空を超えた
二つのドラマ！

キッズ集まれ！ブラスの響き！
交流ホールがファンタジーでいっぱい！

古典派からロマン派へ～ベートーヴェンが
切り拓いたクラシック音楽の新天地！

中学生以上：1,000円  小学生以下要整理券C11
9：45～10：50
フレッシュ！
浜松聖星高校ブラス！
浜松聖星高等学校吹奏楽部
［賛助］金沢学院大学附属高校吹奏楽部

土屋 史人（指揮）
スッペ ：「軽騎兵」序曲
宮川 彬良 ：大ラッパ供養

S：2,500円／A：2,000円C12
12：50～13：40
バリー・ダグラス
円熟のチャイコフスキー
田中 祐子（指揮）
バリー・ダグラス（Pf）
セントラル愛知交響楽団

ウェーバー ：魔弾の射手 序曲 
チャイコフスキー ：ピアノ協奏曲
  第１番

1560席 727席

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

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）35 Tuesday

火 祝

※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

S：2,500円／A：2,000円C13
15：50～16：40
金子三勇士 リストピアノ協奏曲
～19世紀ロマン派の真髄を聴く～
ミハイル・アグレスト（指揮）
金子 三勇士（Pf）
オーケストラ・アンサンブル金沢

シューベルト ：交響曲「未完成」
リスト ：ピアノ協奏曲第1番

19世紀ロマン派を味わい尽くす！ 煌めく
ピアノ技巧とカラフルなオーケストラ！

S：2,500円／A：2,000円C14
18：30～19：30
浪漫を歌う！紅白歌合戦2022
セントラル愛知交響楽団
紅組：田中祐子（指揮）
　小林 沙羅（Sop） 石川 公美（Sop）
　木村 綾子（Sop） 鶫 真衣（Sop） 
　秋本 悠希（Ms） 前澤 歌穂（Ms）

白組：鈴木 織衛（指揮）
　澤武 紀行（Ten） 近藤 洋平（Ten）
　コンスタンティン・インゲンパス（Bar）
　原田 勇雅（Bar） 三塚 至（Bar）
　安藤 常光（Bar）

オペラ・アリアで浪漫に染まる！
勝利の栄冠は紅白どちらに？！

これぞクラシック！チャイコフスキー国際
コンクール覇者がステージを圧倒する！

ドイツ・ロマン派指折りのピアノ協奏曲！
コルネリア・ヘルマンの技巧がピアノを駆
け巡る！

ウィーンの環状道路“リング”にちなんだ
アンサンブル！ロマンティックなウィーンの
風を運びます！

500円K11

2,000円H11

14：10～15：00
清水 和音リサイタル
 ～ベートーヴェンが
    ロマン派の扉を開く～
清水 和音（Pf）
ベートーヴェン： 

ピアノソナタ
「月光」
「悲愴」

2,000円H12

17：10～18：00
風薫る和洋の
ロマンチック舞台 
石川県箏曲連盟 　藤舎 眞衣（横笛）
稲垣 絢子（Sop）
ジドレ（Vn）
ルドヴィート・カンタ（Vc）
西下 航平（Pf）

2,000円H13

19：50～20：40
コルネリア・ヘルマン×
シューマン・ピアノ協奏曲
～美麗なるドイツ・ピアニズム～
小松 長生（指揮）
コルネリア・ヘルマン（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, 3, 5番
シューマン ：ピアノ協奏曲

2,500円H14

11：20～12：10
渡邊 荀之助 能舞とクラシック
渡邊 荀之助（能舞）
渡邊 茂人（能舞）
川瀬 隆士（能舞）
中村 香耶（洋舞）
ガルガン・アンサンブル 

シューベルト：ロザムンデ

2,000円A11
10：30～11：20
OEK弦楽四重奏×「死と乙女」
～室内楽の傑作シリーズ①～
松井 直（Vn）
上島 淳子（Vn）
丸山 萌音揮（Va）
大澤 明（Vc）

シューベルト：

弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」

10：00～10：40
キッズの広場
ファンタジーセレクション
利波 里奈（Sop）
三塚 至（Bar）
金沢大学吹奏楽団

愛の喜び、喪失の悲哀を詠うハイネの詩
珠玉の歌曲集からバラードの魅力を味わう

2,000円A13
15：50～16：40
小林 沙羅  安藤 常光
リートの世界
小林 沙羅（Sop）　 白河 俊平（Pf 伴奏）
安藤 常光（Bar）　 小野 隆太（Pf 伴奏）
シューベルト：楽に寄す
シューマン 　：「ミルテの花」 より
マーラー 　：「子どもの不思議な角笛」 より
シューマン　：「詩人の恋」より

2,000円A14
18：30～19：20 
金子 三勇士リサイタル
～ピアノの魔術師
　フランツ・リストの音楽魂～
金子 三勇士（Pf）

リスト=金子三勇士 ：
ハンガリー狂詩曲第6番

リスト ：愛の夢、カンパネラ
シューベルト=リスト ：アヴェ・マリア
リスト ：スペイン狂詩曲

2,000円A12
13：10～14：00
ウィーンの風
OEKリング・アンサンブル
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）
ダニエリス・ルビナス（Cb）
松木 さや（Fl）
遠藤 文江（Cl）
松永 彩子（Cl）
金星 眞（Hr）
J.シュトラウスII：
南国のバラ、 唇は黙して、 ヴィリアの歌、 
休暇旅行にて、 チャールダーシュ（こうもり）、 
美しく青きドナウ

308席

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
全席自由 0才～入場可

石川県立音楽堂 

交流ホール
地下1階K …交流ホール

要整理券

1,000円K12
11：50～12：30
ハープとともに
多田 由実子（Fl）　 池田 洋子（Vc）    
上田 智子（Hp）　  相良 容子（Pf）

メンデルスゾーン：歌の翼に
ビゼー　　　　　：「アルルの女」 より
　　　　　　　　　メヌエット
サン＝サーンス　：白鳥

子ども割引適用

1,000円K13
13：40～14：20
公美主人の
シューベルティアーデ
石川 公美（Sop）　 木村 綾子（Sop）
澤武 紀行（Tenl）　 大竹 沙里（Pf）

子ども割引適用

1,000円K14
15：30～16：10
青島×新垣
ロマンの演奏と語り
靑島 広志（司会）　 新垣 隆（Pf） 
舘野 泉（Pf）          黒崎 菜保子（Pf）

シューマン :愛らしい五月よ
ゴダール :ジョスランの子守唄　　
ブルーメンフェルト :　
左手の為の練習曲 Op.36

子ども割引適用

1,000円K15
17：20～18：00
和太鼓の世界
和太鼓 翔（KAKERU）
チーム空地
輪島高洲太鼓

子ども割引適用

ディズニー映画 より

早春賦～春の小川～、 荒城の月～花～
シューベルトの子守唄・野バラ～ふるさと～
サティ：Je te veux

アヴェマリア、 野薔薇、
シューベルトの子守唄、
ローレライ、 ウィーン我が夢の街

…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

黒崎 菜保子



14：00～15：00
大作曲家からのラブ・レター
～ドイツ・ロマン派編～
原田 勇雅（朗読、Bar）
石川 公美（Sop）
山本 有希子（Sop）　
前澤 歌穂（Ms）
田島 睦子（Pf）

シューベルト ：アヴェ・マリア、魔王、「美しき水車小屋の娘」 より
シューマン ：「ミルテの花」より献呈

2,000円AK6
17：00～18：00
宮田 大チェロリサイタル
～オーボエ・ピアノとともに～
宮田 大（Vc）
若山 健太（Ob）
西尾 真実（Pf）
プーランク ：ピアノ、オーボエとファゴットのための三重奏曲 
ラヴェル ：亡き王女のためのパヴァーヌ 
モリコーネ ：ニュー・シネマ・パラダイスメドレー 
ビゼー ：カルメン幻想曲
 

2,000円AK7

日本を代表するチェリスト・宮田大が創造する音楽界最前線
のハーモニーを金沢で！

親子で楽しむ参加型コンサート

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

45 Wednesday

水 祝

※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

11：00～12：00
ガルガン・アンサンブル「動物の謝肉祭」
ガルガン・アンサンブル　西下 航平（指揮）　森 千紘（Pf）　森 弓花（Pf）

2,000円AK5

独奏チェロがオーケストラを高みへ誘う！
宮田大の渾身の演奏！

金沢の伝統の息吹、浪漫を感じて！

名手たちの渾身の演奏、そして田中 泯の
ダンスが融合。生まれるのは宇宙

歌曲の王・シューベルト！ 詩と音楽が真に
一つになる、珠玉の調べ

人生は死の前奏曲～リストが描く一大ドラマ！
ラフマニノフの壮麗なる復活の調べを聴く！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ21
11：20～12：10
慟哭するエルガー！
～宮田 大×チェロ協奏曲～
クリストフ・コンツ（指揮）
宮田 大（Vc）
セントラル愛知交響楽団
ブラームス ：ハイドンの主題による変奏
エルガー ：チェロ協奏曲

S：2,500円／A：2,000円Ｃ22
14：00～14：50
クリストフ・コンツの
メンデルスゾーンに酔う
クリストフ・コンツ（指揮、Vn）
オーケストラ・アンサンブル金沢
メンデルスゾーン ：フィンガルの洞窟

交響曲第4番「イタリア」
クライスラー ：愛の喜び、愛の悲しみ

S：2,500円／A：2,000円Ｃ24
19：20～20：10
小山 実稚恵のラフマニノフ第２番
 ～ドラマティック！圧倒する
    リスト＆ラフマニノフ！～
ユベール・スダーン（指揮）
小山 実稚恵（Pf）   東京交響楽団
リスト ：交響詩「前奏曲」
ラフマニノフ ：ピアノ協奏曲第2番　

S：2,500円／A：2,000円Ｃ23
16：40～17：30
セントラル愛知 珠玉の名曲集
～春を告げる序曲たち！～
ミハイル・アグレスト（指揮）
セントラル愛知交響楽団
ウェーバー ：「オベロン」序曲
ロッシーニ ：「ウィリアム・テル」序曲
メンデルスゾーン ：「真夏の夜の夢」より序曲、
   スケルツォ、結婚行進曲
魅力的なフレーズが次々と現れる序曲集
フィナーレは結婚行進曲で！

15：20～16：10
田中 泯 ブラームスを踊る
田中 泯（踊り）
坂口 昌優（Vn）
般若 佳子（Va）
ルドヴィート・カンタ（Vc）
鶴見 彩（Pf）
シューベルト：即興曲 Op.142-3
ブラームス　：ピアノ四重奏曲第3番

2,000円Ｈ23

12：40～13：30
小唄と民謡で綴るいしかわの舞台
篠 登喜、篠とき恵、篠とき幸、篠とき祐（小唄、糸）
藤舎 眞衣（横笛）
笑弥（立方）
加賀山 昭、加賀山 紋、加賀山 昭輝（民謡）
花の神田、 坊主道成寺、 並木駒形、 夜桜や
上げ汐、 加賀百万石松づくし、 福光めでた、 
鶴来節、 伊勢木遣り、 越中おわら

2,000円Ｈ22

10：00～10：50
舘野 泉×宮沢賢治の世界
～左手の煌めく宇宙～
舘野 泉（Pf） 　  キム・ソンジュン（Vc）
柴田 暦（朗読） 　月足 さおり（Pf）

吉松 隆：KENJI
　　  ～宮澤賢治によせる

2,000円Ｈ21

吉松隆が舘野氏のために書いた作品。美し
い言葉と美しい音楽のコラボレーション！

2,500円Ｈ24

18：30～19：20 
シューベルト 名歌曲の夕べ
田中 祐子（指揮）
小林 沙羅（Sop）
コンスタンティン・インゲンパス（Bar）
オーケストラ・アンサンブル金沢
シューベルト：
魔王、セレナーデ、
音楽に寄せて、歌曲集「冬の旅」 より

サン＝サーンスが贈る「動物学的大幻想曲」！
名曲「白鳥」の美しさに息を呑む！

2,000円Ａ21

「歌う」イタリア、「愛を語る」フランス、「詩を紡ぐ」
ドイツ～各国の名曲を奏でるセレナーデの世界へ

2,000円Ａ22
13：10～14：00
ロマン派歌曲の世界
木村 綾子（Sop）　秋本 悠希（Ms）
近藤 洋平（Ten）　松永 みなみ（Pf）
R.シュトラウス ：献呈
トスティ ：ばら
マルティーニ ：愛の喜び  ほか

ポーランド国立ショパン音楽大学大学院首
席卒業！ショパンの音楽の真髄を味わう！

弦楽器・金管楽器・木管楽器を学ぶ、小・中
学生の皆さん！音楽祭のステージで、日頃
の練習の成果を披露してみませんか？

2,000円Ａ23
15：50～16：40
木米 真理恵 オール・ショパン！
木米 真理恵（Pf）
大澤 明（Vc）
ショパン：スケルツォ第2番
ショパン：バラード第3番
ショパン：序奏と華麗なポロネーズOp.3

石川県出身、県内外で活躍する若手音楽家
たちが新しい季節を運んでくる！

2,000円Ａ24
18：30～19：20
春運ぶロマンのしらべ
熊田 祥子（Sop）
秋元 三奈（Fl）
根来 かなう（Vn）
白河 俊平（Pf）
シューベルト ：ます
コルンゴルト ：
オペラ「死の都」 より
「私に残された幸せは」 ほか

308席

金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

A …アートホール

10：30～11：20
OEK 木管の名手による
ロマン派名作選
～室内楽の傑作シリーズ②～
松木 さや（Fl） 加納 律子（Ob）
遠藤 文江（Cl） 鶴見 彩（Pf）

ホルスト：セントポール組曲
サン＝サーンス ：動物の謝肉祭

石川県立音楽堂 

交流ホール
地下1階K …交流ホール

500円K21
10：00～10：40
キッズの広場ブレーメンの音楽隊
松村 玲郎(お話）　直江 学美（ソプラノ・リコーダー）
仲谷 響子（アルト・リコーダー）
細川 文（Vc）、神谷 紘実（Per）　　
北方 喜旺丈（Pf・鍵盤ハーモニカ）

0才～入場可

0才～入場可

要整理券

ベートーヴェンからシューマン、リストまで－音楽家たちの
言葉からロマン派の時代を読み解く

1,000円K22
11：50～12：30
OEKレジェンドトリオ
～室内楽の傑作シリーズ⑤～
トロイ・グーギンズ（Vn）
ルドヴィート・カンタ（Vc）  
木村 かをり（Pf） 
池辺 晋一郎（ナビゲーター）  

子ども割引適用

500円K23
13：40～14：20
北陸のジュニアオーケストラたち
鈴木 織衛（指揮）
石川県ジュニアオーケストラ

要整理券

0才～入場可
500円K24

15：50～16：30
子供たちによる腕比べ
【審査員】　
池辺 晋一郎（音楽祭実行委員会会長）

500円K25

17：40～18：40
ピアノの広場
青島 広志（司会）

ピアノオーディション合格者
　松原 遥音、川下 新乃、平 明穂、石島 彩羽
　野沢 知佐子、太田 果音＆筑波 夏帆（連弾）
　北林 多香子＆本田 春奈（連弾）

左手のピアニストのための
オーディション優秀者
　樋上 眞生（右手Pf）

要整理券

0才～入場可
要整理券

潮 博恵
（フェスティバル・アドバイザー） ほか

参加者
募集中

ウォルトン：「スピット・ファイア」前奏曲とフーガ
レハール　：ワルツ「金と銀」�ほか

シューマン ： 3つのロマンス
シューベルト ：
「しぼめる花」による
序奏と変奏
ブラームス：
クラリネットと
ピアノのための
ソナタ第2番

メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番 より

Webアンケートに
ご協力ください！

秋本 悠希

木村 かをり

原田 勇雅
©Flavio Gallozzi

抽選でガルちゃんグッズが当る
!



音楽と踊りで楽しもう！
北陸の「タカラヅカ」粟崎遊園物語

500円K31
10：00～10：40
キッズの広場
いしかわの大正ロマン

0才～入場可
要整理券

1,000円K32
11：50～12：30
ショパンの部屋
木米 真理恵（演奏・司会）
ショパン：「英雄ポロネーズ」、幻想即興曲
             「革命のエチュード」
地元のこどもたち（Pf）
寺田 晴香
林 斎希

子ども割引適用

ブラームスに「最も難しいピアノ曲」と言わ
しめた傑作！3楽章のチェロ・ソロにも注目！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ32
14：00～14：50
ブラームス
～清水和音×ピアノ協奏曲第2番～
井上 道義（指揮）
清水 和音（Pf）
京都市交響楽団
ブラームス：

ピアノ協奏曲第2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

55 Thursday

木 祝

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】

優美華麗を誇る金沢の邦楽文化と
ふるさと金澤を歌う鶫 真衣！

石川県出身、ショパン国際コンクールで２度
のディプロマ受賞！瑞々しい音色、快演を
ふたたび！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ33
16：40～17：30
ベルリオーズの幻想交響曲
ユベール・スダーン（指揮）
東京交響楽団

ベルリオーズ：

幻想交響曲

ある芸術家の生涯～ベルリオーズの愛と幻
想が音となる標題音楽の代表作！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ31
11：20～12：10
悲愴
～チャイコフスキー
   最後のシンフォニー～
沼尻 竜典（指揮）
東京交響楽団

チャイコフスキー：

交響曲第6番「悲愴」

※S席は１階・２階  A席は3階です。

チャイコフスキー最後の大作であり代表作！
胸に迫るロシアンロマンティシズム！

10：00～10：50
素囃子 鶫 真衣トリオ
金澤浪漫を奏でる！
金沢素囃子保存会 杵望会
鶫 真衣（Sop）
李 彩霞（二胡）
平野 加奈（Pf）

宵待草　犀川　素囃子藤娘 ほか

2,000円Ｈ31

苦難の時を共に乗り越えよう～バリー・
ダグラスが鍵盤で語るメッセージ！

15：20～16：10
バリー・ダグラス リサイタル
～友情と愛の情熱（パトス）～
バリー・ダグラス（Pf）

ベートーヴェン：ピアノソナタ
 「熱情」
 「ワルトシュタイン」

2,000円Ｈ33

サラサーテ国際ヴァイオリンコンクール１位、
チャイコフスキー国際コンクール最高位！
川久保賜紀が美麗なるブルッフを奏でる！

18：00～18：50
美麗なるブルッフ
川久保 賜紀
～左手で紡ぐコンチェルト～
垣内 悠希（指揮）
川久保 賜紀（Vn）
瀬川 泰代（Pf）
オーケストラ・アンサンブル金沢
池辺晋一郎 ：ピアノ協奏曲第3番
  「西風に寄せて」
ブルッフ ：ヴァイオリン協奏曲第1番

2,500円Ｈ34

2,500円Ｈ32
12：40～13：30
竹田 理琴乃×ピアノ協奏曲
　　　　　　　　　 第1番
ユベール・スダーン（指揮）
竹田 理琴乃（Pf）
オーケストラ・アンサンブル金沢
ショパン：

ピアノ協奏曲第1番

1996年J.S.バッハ国際コンクール最年少
覇者（ヘルマン）と2020年フーゴー・ヴォル
フ国際コンクール第1位（インゲンパス）！

2,000円Ａ31
10：00～10：50
ブラームスピアノ四重奏曲
～室内楽の傑作シリーズ③～
坂本 久仁雄（Vn）
ダニイル・グリシン（Va）
キム・ソンジュン（Vc）
田島 睦子（Pf）

ブラームス：ピアノ四重奏曲第1番
マーラー   ：ピアノ四重奏曲断章

2,000円Ａ32
12：40～13：30
インゲンパス＆ヘルマン
リサイタル
コンスタンティン・インゲンパス（Bar）
コルネリア・ヘルマン（Pf）
シューベルト ：魔王、野ばら
マーラー ：「子どもの不思議な角笛」より

人気・実力ともに日本を代表するピアニスト・
小山実稚恵が贈る極上のソロ＆クインテット！

2,000円Ａ33
15：20～16：10
小山 実稚恵 ソロと室内楽
～室内楽の傑作シリーズ④～
小山 実稚恵（Pf）
アビゲイル・ヤング（Vn）
江原 千絵（Vn）
古宮山 由里（Va）
ルドヴィート・カンタ（Vc）
シューベルト：
 即興曲第2番変イ長調D935 
 即興曲第2番変ホ長調D899 
 即興曲第3番変ト長調D899 
シューマン：
 ピアノ五重奏曲変ホ長調Op.44

308席

金沢市アートホール
※ポルテ金沢6F

A …アートホール

「ベートーヴェン第10交響曲」と称された
ブラームス渾身の交響曲！闇から光へ！

S：2,500円／A：2,000円Ｃ34
19：20～20：10
井上×京響
ブラームス交響曲第1番
井上 道義（指揮）
京都市交響楽団

ブラームス：交響曲第1番

石川県立音楽堂 

交流ホール

Webアンケートに
ご協力ください！

地下1階K …交流ホール

ブラームス ：ハンガリー舞曲第５番
シューベルト ：軍隊行進曲
1,000円K33

13：40～14：20
バレエの広場
春の訪れ～ロマンティックダンス～

子ども割引適用

1,000円K34
15：30～16：10
ガルガン・アンサンブル
「ピーターと狼」
徳前 藍（語り）
西下 航平（指揮）
山田 ゆかり（Pf）
ガルガン・アンサンブル
プロコフィエフ：
「ピーターと狼」
イベール 　  ：
ディヴェルティメント

子ども割引適用

1,000円K35
17：20～18：00
ガルガン木管アンサンブル
川崎 惇（Fl）
松永 彩子（Cl）
柳浦 慎史（Fg）
笠間 茉美（Hr）
田嶋 翠（Per）

ムソルグスキー／編：松永彩子：
展覧会の絵 より
編：松永彩子
ブラームスこれでもかメドレー
ボロディン／編：松永彩子
歌劇「イーゴリ公」よりだったん人の踊り ほか

子ども割引適用

Sop ：ソプラノ
Vn   :ヴァイオリン
Cl   :クラリネット
Tp  :トランペット

Ms :メゾソプラノ
Va ：ヴィオラ
Ob :オーボエ
Hrp :ハープ

Ten :テノール
Vc ：チェロ
Fg ：ファゴット
Pf  :ピアノ

Bar :バリトン
Cb ：コントラバス
Hr  ：ホルン
Per：パーカッション

Bass :バス
Fl　  ：フルート
Sax   :サックス

直江 学美 （Sop） 　中川 紗優梨（Vn）
多田 由実子（Fl） 　 山岡 順子（Cl）
神谷 紘実（Per） 　  北方 喜旺丈（Pf）　　　　　　　　
エコールドゥハナヨバレエ（バレエ）
ダンススタジオミヤザキ（バレエ）
利波 里奈 （司会）

横倉 明子バレエ教室
ブラームス 　　 ：ハンガリー舞曲第5番
J.シュトラウスⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」
ハチャトゥリアン：「仮面舞踏会」より ワルツ
金丸 明子バレエスタジオ
ショパン            ：バラード第１番
中西 優子ダンススペース
ベートーヴェン   ：
ピアノソナタ「悲愴」より 第2楽章
秋元 三奈（FI）　富田 祥（Vc）　相良 容子（Pf）

西下 航平

松永 彩子　

シューマン　：アラベスク

すんご
いソリス

トが大集合！ 

金沢が
浪漫に染まる！

抽選でガルちゃんグッズが当る
!



清水 和音
©K.Miura

舘野 泉
©Akira Muto

北陸発！のアーティストが音楽祭を盛り上げます！

ロマン派の美しい旋律を奏でるソリストたち！

日本３大都市圏よりオーケストラが金沢に集結！

石川 公美（Sop）木村 綾子（Sop）稲垣 絢子（Sop）山本 有希子（Sop）熊田 祥子（Sop） 前澤 歌穂（Ms）直江 学美（Sop） 澤武 紀行（Ten）近藤 洋平（Ten）三塚 至（Bar） 安藤 常光（Bar）根来 かなう（Vn）坂口 昌優（Vn）

篠原 悠那（Vn） 中川 紗優梨（Vn）竹田 樹莉果（Vn） ジドレ（Vn） ルドヴイート・カンタ（Vc） 大澤 明（Vc） 荒井 結（Vc） 岡本 潤（Cb） 多田 由実子（Fl） 秋元 三奈（Fl） 角 允彦（Tp）筒井 裕朗（Sax） 上田 智子（Hrp）

木米 真理恵（Pf）鶴見 彩（Pf） 田島 睦子（Pf） 平野 加奈（Pf） 相良 容子（Pf） 山田 ゆかり（Pf） 篠 登喜（小唄）白河 俊平（Pf）大竹 沙里（Pf） 松永 みなみ（Pf） 藤舎 眞衣（横笛）加賀山 紋（民謡）

京都市交響楽団

京都市交響楽団

京都市交響楽団京都市交響楽団東京交響楽団 東京交響楽団 

セントラル愛知交響楽団 オーケストラ・アンサンブル金沢

コルネリア・ヘルマンバリー・ダグラス
©Katya Kraynova

川久保 賜紀
（ヴァイオリン）

クリストフ・コンツ
（ヴァイオリン・指揮）

沼尻 竜典井上 道義ミハイル・アグレストユベール・スダーン
©N.Ikegami

加羽沢 美濃
青島 広志
©Gakken新垣  隆新実 徳英池辺 晋一郎田中  泯

©Ken Kitano
渡邊 荀之助

小林 沙羅（ソプラノ）コンスタンティン・
インゲンパス（バリトン）

竹田 理琴乃金子 三勇士
©Ayako Yamamoto

瀬川 泰代小山 実稚恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮田 大（チェロ）

田中 祐子
©Ayane Shindo

垣内 悠希
©Jean Philippe Raibaud 

鈴木 織衛小松 長生
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スクールコンサートや
公演の案内役は

青島先生におまかせ！


