金沢市文化ホール
Event Information
8/21㊐

MUSIC COMPLEX 〜音楽のあふれる空間へ〜

入場無料

Music Act Live

楽器クリニック
会場 ： 大集会室 2F

うらがえる

ドラムクリニック
講師：川口千里

トローンボーンクリニック
講師：西村健司

トランペットクリニック
講師：高橋壮一郎

サックスクリニック
講師：濱西公博

11:00〜12:30

13:00〜13:45

14:30〜15:15

16:00〜16:45

金沢ティーンズミュージカル「夜半の夏」

Phot by Nagino

会場 ： 大会議室 3F
出演 ： 福井直秀トリオ

ドラム、管楽器（サックス、
トランペット、
トロンボーン）のアドバイス

MUSIC COMPLEX version

feat.中本美智子

13:00〜13:30

濱西公博トリオ

14:00〜14:30

うらがえる

15:00〜15:45

川口千里（Ds）、矢堀孝一（Gr）、織原良次（Fb）

時間 ： ①12:45〜13:00
②14:00〜14:15
③15:30〜15:45
会場 ： 大集会室 2F
今年７月、金沢市文化ホールで公演し
た「夜半の夏」の魅力を凝縮したダイ
ジェスト版。先の公演で披露した歌と
ダンスをこの日のために編成。

内山繁写真展

「ジャズの巨人たち」
福井直秀

8/16㊋

〜19㊎
入場無料

中本美智子

濱西公博

中庭コンサート

日程 ： 8/20(土）〜23（火）
時間 ： 10:00〜18:00
会場 ： 展示ギャラリー 1F

時間 ： ①18：30〜 ②19：30〜 会場 ： 金沢市文化ホール中庭

同日、
しいのき迎賓館しいのきプラザでも展示。

□8/16(火）
「米口まり はんにゃ DUO」〜フルート、オカリナ、アコースティックギター〜
□8/17(水）
「友吉俊郎」ソロ演奏〜ジャズサックス〜
□8/18(木）
「垣田堂」
ソロ演奏〜ギター〜
□8/19(金）
「福井直秀、石川正樹 DUO」〜ジャズフルートとギター〜

荒天中止

8/26㊎

かなざわ国際音楽祭2022

ブルーノート東京

オールスター・ジャズ・オーケストラ
directed by エリック・ミヤシロ

エリック・ミヤシロ率いる、
スタープレーヤー達が金沢に登場！！
時間 ： 開場18:15 開演19:00
入場料 ： 8,500円 全席指定（税込）

会場 ： ホール

11/25㊎

Kan Sano LIVE 2022
KANAZAWA State Of Mind

新世代のトラックメーカーとして
注目を集めるアーティスト Kan Sano
時間 ： 開場18:20 開演19:00
会場 ： ホール
入場料 ： 5,000円 全席指定（税込）

お申込み・お問い合わせ：ケィ・シィ・エス 076-224-4141（平日10：00〜18：00）

※都合により内容が変更になる場合がございます。

ホールのご利用案内
客席数が899席の中規模のホールです。
コンサート、演劇、式典、練習の場などジャンルを問わず
幅広くご利用いただけます。楽屋は7室あり、練習室をリ
ハーサル室・控室としてもご利用いただけます。
基本使用料金（すべて税込み）

ホール平日

ホール土・日・祝日

午前（9：00〜12：00）

17,270円

21,560円

午後（13：00〜17：00）

33,000円

41,360円

夜間（18：00〜22：00）

37,400円

46,750円

全日（9：00〜22：00）

79,200円

99,000円

※上記料金のほか、付帯設備費用、冷暖房費、入場料割増など別途費用が発生する場合がございます。お申込みの前に金沢市文化ホールの事務所へご相談ください。

会議棟のご案内

会議棟には国際会議にも対応できる大会議室をはじめ大小8つの会議室のほ
か、講演会・式典・試験会場など多目的に使える大集会室や展示ギャラリー、お茶
室、多目的ルームがございます。
規模や用途に合わせて幅広くご利用いただけます。

第1会議室
第1会議室
第2会議室
談話室

大会議室 スクール形式90名

円卓（オーバル）12名
円卓（オーバル）20名
円卓（オーバル）12名

第4会議室

応接セット8名

第5会議室
大集会室

全室：スクール形式160名
第1区画：スクール形式 88名
第2区画：スクール形式 48名
※稼働間仕切により2区画に分割できます

展示ギャラリー

第3会議室 スクール形式14名
第5会議室 スクール形式30名
第6会議室 スクール形式30名
※コロナ禍での収容人数は上記の50％の人数となります
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アクセス

お問合せ

●JR金沢駅からのアクセス
タクシー約10分、バス約15分

〒920-0864

●バスのご案内
金 沢 駅 前（ 東 口 バスターミナ ル ）3 番・8〜1 1 番 のりば
「南町・尾山神社」下車 徒歩約3分
※ バスに関 する詳 細につ いては「 北 鉄 バステレ ホン
サービスセンター」にてご確認願います。
TEL：076-237-5115

受付時間 9：00〜17：00

TE L

※ 来 館 者 用の駐 車 場を設けてありませんので、 周 辺
有料駐車場をご利用ください。

金沢市高岡町15番1号

076-223-1221（代）
（第2・4水曜日および年末年始を除く）

FAX

076-223-1299

WEB

www.bunka-h.gr.jp

MAIL

bunka-h@kanazawa-arts.or.jp

※ジャズコンサートのお問い合わせは
ケィ・シィ・エス（076-224-4141）まで

金沢市文化ホールでは皆様に安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染症対策を行っております。

スタッフは毎日検温を実施し、
健康状態を確認しています。
また、手洗い、手指消毒、マス
クの着用を徹底しています。

会館入り口に消毒用アルコール
液を設置しています。

お客様が手を触れる箇所（ドア
ノブ、エレベータボタン、
トイレ
など）は消毒を行っています。

館 内 は 常 時 十 分に換 気を
行っております。

