
月　日 曜日 上演時間 入場料 催し物 内　容

1月5日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能 能、狂言

1月11日 土 14:30~16:30 有料 冬の観能の夕べ 能、狂言、仕舞

1月19日 日 13:30~17:30 有料 右門会新年会 謡、仕舞、舞囃子

1月25日 土 14:30~16:30 有料 冬の観能の夕べ 能、狂言、仕舞

2月1日 土 14:30~16:30 有料 冬の観能の夕べ 能、狂言、仕舞

2月2日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能 能、狂言、連吟 

2月8日 土 14:30~16:30 有料 冬の観能の夕べ 能、狂言、仕舞

2月11日 月･祝 13:00~17:00 無料 嘱託会新春謡会 謡、仕舞

2月22日 土 13:00~17:00 無料 金沢大学宝生会 能楽発表会
能、謡、仕舞、

舞囃子、狂言

2月23日 日 13:00~17:00 無料 狂言を楽しむ会 狂言

2月24日 月･祝 10:00~17:00 無料 島村同門会新年会 謡、仕舞

2月29日 土 14:30~16:30 有料 冬の観能の夕べ（中止） 能、狂言、仕舞

3月1日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能（中止） 能、狂言、連吟

3月6日 金 17:00~20:00 無料 華の競演（中止） 能、謡、仕舞

3月8日 日 11:00~15:00 無料 加賀宝生子ども塾発表会（中止） 能、謡、仕舞、狂言

3月12日 木 17:00~20:00 無料 職人大学校謡曲発表会（中止） 謡

3月14日 土 12:00~17:00 無料 北陸電力謡曲部発表会（中止） 謡

3月20日 金･祝 10:00~17:00 無料 北陸蔦由会能楽大会 謡、仕舞、舞囃子

3月21日 土 14:30~16:30 有料
入国祝賀能（中止）

リビングヒストリー事業
半能3番、狂言1番

4月5日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会別会能（中止） 能、狂言

4月5日 日 15:30~17:00 －
金沢能楽会　無観客公演

ネット配信能
半能

4月18日 土 13:00~17:00 無料 繁謡会春の会（中止） 謡、仕舞

5月3日 日･祝 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能（中止） 能、狂言、仕舞

5月23日 土 10:00~17:00 無料 篁宝会能楽大会（中止） 能、謡、仕舞、舞囃子

6月7日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能（中止） 能、狂言、仕舞

6月21日 日 13:00~17:00 無料
石川県官庁実業団能楽大会

                                 （中止）
謡、仕舞、舞囃子

6月27日 土 10:00~17:00 無料 全国宝生流学生能楽連盟大会（中止） 謡、仕舞

6月28日 日 10:00~17:00 無料 全国宝生流学生能楽連盟大会（中止） 謡、仕舞

7月4日 土 17:00~19:00 有料 観能の夕べ（中止） 能、狂言

7月5日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能 能、狂言、仕舞

7月11日 土 17:00~19:00 有料 観能の夕べ（中止） 能、狂言

7月18日 土 17:00~19:00 有料 観能の夕べ 能、狂言
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7月19日 日 10:00~17:00 無料 北陸清響会能楽大会（中止） 舞囃子、一調、連調 

7月23日 木･祝 13:30~16:00 有料 名曲鑑賞会 能、狂言、一調

7月25日 土 17:00~19:00 有料 観能の夕べ 能、狂言

8月1日 土 17:00~19:00 有料 観能の夕べ 能、狂言

8月2日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能　代替公演 能、半能、狂言、連吟

8月8日 土 17:00~19:00 有料 観能の夕べ 能、狂言

8月15日 土 17:00~19:00 有料 観能の夕べ 能、狂言

8月22日 土  17:00~19:00 有料 観能の夕べ 能、狂言、仕舞

8月23日 日 10:00~17:00 無料 右門会能楽大会 謡、仕舞、舞囃子 

8月29日 土 17:00~19:00 有料 観能の夕べ 能、狂言 

8月30日 日 9:00~17:00 無料 島村同門会氷室会 謡、仕舞

9月6日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能 能、狂言、仕舞 

9月21日 月･祝 10:00~17:00 無料 賀宝会能楽大会 謡、仕舞、舞囃子

9月22日 火･祝 9:00~17:00 無料 篁宝会能楽大会 能、謡、仕舞、舞囃子

9月26日 日 13:00~17:00 有料
金沢能楽会定例能

代替公演（兼 ファン感謝祭）
能、半能、狂言、連吟

10月4日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能 能、狂言、仕舞  

10月10日 日 10:00~17:00 無料 荀宝会能楽大会 能、謡、仕舞、舞囃子

10月18日 日 9:00~19:00 無料 北陸大革会能楽大会 居囃子、一調、舞囃子

11月1日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能 能、狂言、仕舞

11月3日 火･祝 10:00~17:00 無料 島村同門会霜月の会 謡、仕舞

11月7日 金 18:00~20:00 有料 ろうそく能 能、狂言

11月15日 日 13:00~17:00 有料 北國宝生能 能、狂言、仕舞

11月22日 日 13:00~17:00 有料 萬狂言 狂言

11月29日 土 13:00~16:00 有料 沢鏡会能楽大会 能、謡、仕舞

12月6日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会定例能 能、狂言、仕舞

12月20日 日 13:00~17:00 有料 金沢能楽会慈善能
能、狂言、仕舞、

連吟、舞囃子
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