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時　間 公演名 会　場 入場料

９月 16日（木） 18：30～ 開幕セレモニー 北國新聞赤羽ホール 無料（要整理券）

17日（金） 18：30～ 舞台「グッドピープル」 北國新聞赤羽ホール 全席指定　7000円

24日（金） 19：00～ 古舘伊知郎トーキングブルース2021 金沢市文化ホール 全席指定　5000円

１０月 13日（水） 18：30～ 金沢落語まつり 北國新聞赤羽ホール 全席指定　S席5000円、A席（バルコニー席）4500円

14日（木） 19：00～ 新進気鋭＆実力派アーティストのステージ 石川県こまつ芸術劇場うらら 全席自由　一般3500円、学生（高校生以下）1500円

１１月 1日（月） 14：00～ 伝統芸能　華の舞 北國新聞赤羽ホール 全席指定　S席6000円、A席（バルコニー席）5500円

3日（水・祝） 15：00～ 大編成で贈るOEKと県民オーケストラの競演スペシャルコンサート 石川県立音楽堂コンサートホール 全席指定　一般4000円、学生（高校生以下）1500円

10日（水） 18：30～ 高嶋ちさ子　with Super Cellists 北國新聞赤羽ホール 全席指定　S席6000円、A席（バルコニー席）5500円

20日（土） 14：00～ 七尾で楽しくクラシック　OEKの魅力を紐解く 七尾市文化ホール 全席自由　一般3000円、高校生・中学生1000円、車椅子・介助者2000円、小学生500円

時　間 公演名 会　場 入場料・参加費 団体名

９月 12日（日） 13：00～ 第37回石川県マーチングバンドフェスティバル 加賀市スポーツセンター 大人1500円、小人500円（当日200円増） 石川県マーチングバンド協会

20日（月・祝） 14：00～ 石川フィルハーモニー交響楽団特別演奏会 石川県立音楽堂コンサートホール 全席自由　一般1000円、高校生以下500円 石川県音楽文化協会

26日（日） 14：00～ 石川県洋舞連盟・日本洋舞連合J.I.D.U.合同公演　fantasia 金沢歌劇座 指定A席3000円、指定B席2000円 石川県洋舞連盟、日本洋舞連合J.I.D.U.

１０月 1日（金） 18：30～ 初めての方のための能・狂言　能「巴」　～木曽義仲と巴御前の絆～ 石川県立能楽堂 全席自由　一般3000円、学生（小～大）2000円、会員無料 石川県能楽文化協会

1日（金）～11月7日（日） 各イベントにより異なる 三文豪月間事業～秋は金沢三文豪～ 泉鏡花記念館、室生犀星記念館、徳田秋聲記念館　ほか 各イベントにより異なる 金沢文化振興財団

1日（金）～11月28日（日） ――― 金沢市デジタル工芸展オンライン企画展 ――― ――― 金沢市工芸協会

2日（土） 14：00～ 藤田真央　モーツァルト　ピアノ・ソナタ全曲演奏会～限りない哀愁と苦悩～第2回（全5回）北國新聞赤羽ホール 全席指定　5000円 北國芸術振興財団

3日（日） 13：00～ 夏井いつき句会ライブ 北國新聞赤羽ホール 全席指定　3500円 北國芸術振興財団

4日（月）～11月12日（金） 10：00～17：00 平成の百工比照―染織の素材・道具・技法― 金沢美術工芸大学　美術工芸研究所ギャラリー 無料 金沢美術工芸大学

8日（金）～12日（火） 9：30～18：00 第45回記念九谷と花選抜出合い展 サイエンスヒルズこまつ 400円（当日100円増） 小松美術作家協会

12日（火） 18：30～ the MOST in JAPAN 2021 北國新聞赤羽ホール 全席指定　2500円 北國芸術振興財団

14日（水）～17日（日） 10：00～17：00 いしかわの花 北國新聞交流ホール 400円（当日100円） 石川県いけ花文化協会

16日（土） 11：00～ 令和3年度石川県邦楽舞踊大会 北國新聞赤羽ホール 2600円 石川県邦楽舞踊協会

16日（土）～17日（日） 10/16（土）14：00～、18：00～、17日（日）14：00～ 第七劇場「桜の園」 金沢21世紀美術館 シアター21 一般2800円（当日3200円）、25才以下1000円、18歳以下500円 金沢芸術創造財団

16日（土）～11月14日（日） 10：00～18：00 第8回加賀市美術展 加賀市美術館 400円 加賀市美術協会

石川県美術文化協会　選抜美術展 石川県美術文化協会

石川県水墨画連盟　代表作家展 石川県水墨画連盟

23日（土） 14：00～ ワークショップ成果発表　オンライン公演「いざ、生徒総会」 ――― ――― かなざわ演劇人協会

23日（土） 18：00～ 渡辺貞夫カルテット2021 北國新聞赤羽ホール 全席指定　7000円 北國芸術振興財団

24日（日） 10：00～ YOSAKOIソーラン日本海　本祭 宝達志水町運動公園 無料 YOSAKOIソーラン日本海組織委員会

24日（日） 13：00～ 今井顕氏による公開講座『ソナチネ・ソナタの原点を学ぶ』～古典派の記譜法と奏法～石川県立音楽堂交流ホール 一般3000円、高校生以下・会員1000円、親子ペア3000円 石川県ピアノ協会

24日（日） 13：30～ リズムダンスフェスティバル2021＜無観客公演＞ 北國新聞赤羽ホール ――― 石川県リズムダンス協会

24日（日） 9：30～ 第15回石川県市町対抗囲碁団体戦 石川県青少年総合研修センター 2500円、高校生以下1500円 日本棋院支部石川県連合会

27日（水）～31日（日） 10：00～17：00 第6回日展石川会展 金沢21世紀美術館　市民ギャラリーＢ 800円、高校生以下無料 日展石川会

30日（土） 12：50～ 令和3年度第77回北國俳句大会 北國新聞赤羽ホール 1000円 石川県俳文学協会

１１月 3日（水・祝） 12：30～ オータムダンスフェスティバル 金沢勤労者プラザ 2000円 石川県ダンス教師協会

6日（土） 10：00～ きもの着付け教室 北國新聞交流ホール 無料 石川県和装文化協会

6日（土））～28日（日） 各公演により異なる かなざわリージョナルシアター2021　「げきみる」 金沢市民芸術村 第1週・第2週　一般1000円、学生500円、第3週～　一般1500円、学生1000円（当日500円増） 金沢芸術創造財団

7日（日） 11：30～ 秋の合唱フェスティバル 石川県立音楽堂コンサートホール 無料 石川県合唱連盟

7日（日） 14：00～ 講演会 北國新聞交流ホール 無料 石川県茶道協会

7日（日） 14：00～ 宮田大（チェロ）＆大萩康司（ギター）デュオ・リサイタル 北國新聞赤羽ホール 全席指定　5500円 北國芸術振興財団

9日（火）～14日（日） 10：00～18：00 第78回北國写真展、「四季北陸の坂・道」写真コンテスト作品展 金沢21世紀美術館 500円（共通券） 北國写真連盟

ニット虹色ファンタジー 石川県編物協会

耀く明日を希って―服文コレクション― 北陸服装文化協会

14日（日） 11：00～ いしかわの箏曲 石川県立音楽堂邦楽ホール 1000円（小学生以下無料） 石川県箏曲連盟

19日（金）～23日（火・祝） 10：00～17：00 石川県書美術連盟　選抜作家展 北國新聞交流ホール 500円（当日100円増） 石川県書美術連盟

20日（土）～21日（日） 13：00～ 小松文化の祭典「リードこまつ2021」総合部門 石川県こまつ芸術劇場うらら 無料（要整理券） 小松市文化協会

21日（日） 10：30～ 第24回日本太鼓ジュニアコンクール石川県大会 津幡町文化会館シグナス 無料 石川県太鼓連盟

21日（日） 10：30～ YOSAKOIソーラン日本海　トーナメント大会 北國新聞赤羽ホール 1500円 YOSAKOIソーラン日本海組織委員会

21日（日） 10：30～ 北陸舞踊協会　日本舞踊の会 石川県立音楽堂邦楽ホール 3500円 北陸舞踊協会

27日（土） 14：00～ 文芸講演会「詩の誕生」 北國新聞交流ホール 無料 石川県文芸協会

28日（日） 14：00～ 吟剣詩舞で綴る“令を和して改元の響きあり” 石川県立音楽堂邦楽ホール 無料（要整理券） 石川県吟剣詩舞道総連盟

28日（日） 14：00～ いしかわ歌謡音楽祭 北國新聞赤羽ホール 全席自由　3000円 石川県歌謡文化協会

――― ――― 第5回石川県小中高生短歌大会、第44回石川県歌人協会大会　歌集の刊行 ――― 出詠料1000円 石川県歌人協会

――― ――― 石川県川柳文化祭　誌上大会 ――― 出句料1000円 石川県川柳協会

13日（土）～14日（日）
10：00～17：00
※14日（日）は16：00まで

北國新聞交流ホール 700円（共通券）

２０２１ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭　事業一覧

■芸文協加盟団体参加事業

日　付

21日（木）～24日（日） 10：00～17：00 北國新聞交流ホール 500円（当日100円増、共通券）

■実行委員会自主事業

日　付


