2018年度 公演スケジュール
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
公演日

会場

公演名
沼尻竜典プロデュース

４月

2017.11.22
会見資料

主な出演者等
新音楽祭スタート!!

近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2018
びわ湖ホール全館（5/3～5/5）
そのほか県内各地

５月

イギリスが誇る名門バレエ団10年ぶりに登場！！

13日(日)

大ホール

調整中

県内学校

学校巡回公演

4日(月)～8日(金)
＆11日(月)

大ホール

びわ湖ホール 音楽会へ出かけよう！（ホールの子事業）

６月 23日(土)

大ホール

30日(土)

大ホール

14日(土)15日(日)

中ホール

21日(土)22日(日)

大ホール

1日(水)～3日(金)

大ホール

英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団『眠れる森の美女』

びわ湖ホール声楽アンサンブル
角田鋼亮(指揮)
京都市交響楽団
＊一般の方には非公開です。 びわ湖ホール声楽アンサンブル

凄腕のジャズ・ミュージシャン集結！！

<大人の楽しみ方23<ジャズ>> 山下洋輔スペシャルビッグバンド
スカラ、サン・カルロ、マッシモにならぶ名門初来日！！

イタリア・バーリ歌劇場『イル・トロヴァトーレ』

<共催>

サーカスとコンテンポラリーダンスの際立つ融合！パワフルでアクロバティックな舞台に注目！

７月

圧倒的なスケールの舞台で!

ロレンツォ・ヴィオッティ(指揮)
アントネッロ・マダウ＝ディアツ(演出)
キャサリン・ネーグルスタッド(トスカ) ほか

新国立劇場提携公演『トスカ』
講師は沼尻竜典。指導の様子を公開。

2日(日)

中ホール

8日(土)

小ホール

<びわ湖の午後52> 森谷真理（ソプラノ）

中ホール

オペラをこれから観てみたい方におすすめ！
びわ湖ホール オペラへの招待

大ホール

4日(木)

大ホール

6日(土)

大ホール

原作：ルイス・キャロル
演出・振付・出演：森山開次
テキスト：三浦直之 衣裳：ひびのこづえ
音楽：松本淳一

おとなもこどもも迷い込む、ダンスとコトバのワンダーランド！

小ホール

30日(日)

講師：沼尻竜典

沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅣ

20日(月)

中ホール

『不思議の国のアリス』
<気軽にクラシック17> 竹内直紀（テノール）

小ホール

14日(日)

小ホール

喜多光三(ピアノ)

大好評の2017年3月公演の第２弾。永井愛の最新作！！

永井 愛(作・演出)

二兎社「ザ・空気 ver.２」

モーツァルト作曲 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』

園田隆一郎(指揮)
伊香修吾(演出・お話)
びわ湖ホール声楽アンサンブル

松竹大歌舞伎【昼・夜２公演】

片岡愛之助

開館20周年記念公演

沼尻竜典(指揮)
京都市交響楽団

マーラー作曲 交響曲第8番「千人の交響曲」
ニッセイ名作シリーズオペラ『魔笛』

2018年度県内高校生招待公演

ほか

ほか

<共催> 沼尻竜典(指揮)
佐藤美晴(演出)
日本センチュリー交響楽団

ほか

沼尻竜典(指揮)
佐藤美晴(演出)
日本センチュリー交響楽団

ほか

＊一般の方には非公開です。

沼尻竜典オペラセレクション

モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』

１０月
7日(日)

ジャンパオロ・ビサンティ(指揮)
バルバラ・フリットリ
フランチェスコ・メーリ
アルベルト・ガザーレ ほか

フィリップ・ドゥクフレ(演出)
カンパニーＤＣＡ

中ホール

23日(日)

山下洋輔(ピアノ)ほか

フィリップ・ドゥクフレ／ＤＣＡ
「新作短編集(2017)―Nouvelles Pièces Courtes（仮題）」

８月 4日(土)5日(日)

９月 15日(土)16(日)

音楽：P.I.チャイコフスキー
原振付：マリウス・プティパ、ピーター・ライト
演出：ピーター・ライト
指揮：ニコレット･フレイヨン
管弦楽：セントラル愛知交響楽団

世界トップレベルのピアノ四重奏団

<室内楽への招待> フォーレ四重奏団
音楽をこよなく愛する方のステージ

アンサンブルの楽しみ～演奏家のつどい～vol.10

ドビュッシー没後100周年にエラール社製ピアノで贈るオール・ドビュッシープログラム

20日(土)

小ホール

21日(日)

中ホール

「竹取」（仮）

25日(木)
～28日(日)

中ホール

第39回滋賀県高等学校総合文化祭演劇部門
第52回滋賀県高等学校演劇研修合同発表会

27日(土)

小ホール

びわ湖ホール声楽アンサンブル第67回定期公演

4日(日)

中ホール

イリーナ・メジューエワ ピアノ・リサイタル
小野寺修二(演出)
平田俊子(テキスト)

１０月
<共催>
大川修司(指揮)
びわ湖ホール声楽アンサンブル

びわ湖ホール３年ぶりの登場

山中千尋(ピアノ)ほか

<大人の楽しみ方24<ジャズ>>山中千尋ニューヨークトリオ
野村万作・野村萬斎狂言公演【昼・夜２公演】

１１月 10日(土)

中ホール

11日(日)

小ホール

9日(日)

小ホール

15日(土)

大ホール

ＫＥＩＢＵＮ第九2018

大植英次(指揮)
<共催> 大阪フィルハーモニー交響楽団

16日(日)

大ホール

日本センチュリー交響楽団びわ湖定期公演vol.11

マックス・ポンマー(指揮)
<共催> 南 紫音(ヴァイオリン)

31日(月)

大ホール

6日(日)

大ホール

13日(日)

大ホール

14日(月・祝)

大ホール

19日(土)20日(日)

中ホール

9日(土)

オランダ･バッハ協会のコンサート･マスターを務める佐藤の無伴奏ソナタ

<びわ湖の午後53> 佐藤俊介（ヴァイオリン）
ザルツブルク=モーツァルト国際室内楽コンクール2015の覇者

<気軽にクラシック18> Adam アダム（サクソフォン四重奏団）

１２月

2019年

会場が一体になって新年を迎えるカウントダウンコンサート

びわ湖ホールジルヴェスター・コンサート2018-2019

大阪交響楽団

ほか

清水徹太郎 竹内直紀
二塚直紀
山本康寛
植松さやか(ピアノ)

満を持して、いよいよ大ホールに登場!!おめでたい新春コンサート

びわ湖ホール四大テノール

エンリコ・ドヴィコ(指揮)
<共催> プラハ国立劇場管弦楽団／合唱団

プラハ国立劇場『フィガロの結婚』

１月

２月 10日(日)

<びわ湖ホール名曲コンサート>

神尾真由子 ヴァイオリン・リサイタル

ミロスラフ・クルティシェフ(ピアノ)

びわ湖ホール オペラへの招待

林 光作曲 オペラ『森は生きている』(室内オーケストラ版)

寺嶋陸也(指揮・ピアノ)
中村敬一(演出)
びわ湖ホール声楽アンサンブル

小ホール

びわ湖ホール声楽アンサンブル第68回定期公演

本山秀毅(指揮)
びわ湖ホール声楽アンサンブル

大ホール

<びわ湖ホール名曲コンサート>

阪 哲朗(指揮) 久末 航(ピアノ)
日本センチュリー交響楽団

びわ湖ホール声楽アンサンブル東京公演 vol.10

本山秀毅(指揮)
びわ湖ホール声楽アンサンブル

11日(月・祝)

(第68回定期公演と同プログラム)
びわ湖ホール プロデュースオペラ

2日(土)3日(日)

大ホール

ワーグナー作曲 ≪ニーベルングの指環≫
第2日『ジークフリート』

沼尻竜典(指揮)
ミヒャエル・ハンペ(演出)
京都市交響楽団

（調整中）

小ホール

イタリア声楽曲研修Ⅰ

びわ湖ホール声楽アンサンブル

23日(土)

中ホール

狂言風オペラ『フィガロの結婚』管楽八重奏版

24日(日)

大ホール

３月

子どもから大人まで楽しみながら学べる！

子どものための管弦楽教室 第15回

その他
みんなで作ろう！

林 光作曲 オペラ『森は生きている』(11～12月実施予定)

ロビーコンサート、オペラ講座、舞台芸術講座、ふれあい音楽教室なども行います。

能：赤松禎友
<共催> 狂言：茂山あきら、茂山茂
文楽：豊竹呂太夫
ほか
飯守泰次郎(指揮)
関西フィルハーモニー管弦楽団

＊2017年11月22日現在。
今後、公演を追加・変更する場合がございます。
＊チケット料金、発売日については、ホームぺージ
にて順次ご案内します。

