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びわ湖ホール
公 演プログラム 2 0 2 2
Biwako Hall Season Program 2022

沼尻竜典

前橋汀子

妻屋秀和

アリス＝紗良・オット

「ジルヴェスター・コンサート2021」
より

阪 哲朗

粟國 淳

田口道子

パスカル・ロジェ

エベーヌ弦楽四重奏団

本山秀毅

坂東玉三郎

野村万作

野村萬斎

山海塾

ニコラス・ミルトン

北村朋幹

びわ湖ホール声楽アンサンブル

園田隆一郎

森山開次

沼尻竜典
オペラセレクション

びわ湖ホールが創造する劇場として
日本最高水準の力を結集し、壮大な
スケールでお贈りします。

プロデュースオペラ
オ ペラ

全3幕

ワーグナー作曲

3月2日 ・5日

歌劇
『セビリアの理髪師』

11月26日 ・27日

両日とも13:00開演 大ホール

オ ー ケスト ラ

中井亮一

室内楽・器楽・声楽

粟國 淳

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演出：粟國 淳
管弦楽：京都市交響楽団

小堀勇介

ジャズ・ワ ー ル ド ミュー ジック

オペラへの招待

初級編 全2回

映像や音楽を交えながら、本公演を存分に予習していただける２
時間。ワーグナーの大作オペラ『ニュルンベルクのマイスタージン
ガー』をより楽しみたい方、オペラ初心者の方におすすめです。

歌劇
『ファルスタッフ』 全3幕

7月15日 ・16日 ・17日 ・18日

※全席自由席

ダンス

オペラ『ニュルンベルクのマイ
スタ ー ジ ンガ ー』につ いて、
ワーグナー 研 究の第 一 人 者
が、歴史的背景、音楽、成立
事情などを踏まえ、深く広大
な世界を丁寧に解説します。

祝 14:00開演 中ホール
●

指揮：園田隆一郎
演出：田口道子
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：大阪交響楽団

上級編 全3回

©Fabio Parenzan

園田隆一郎
藤野一夫

伊東史明

田口道子

チケット発売⁚4月24日
（日） 友の会優先発売⁚4月22日
（金）

演 劇・伝 統 芸 能

林 光作曲

全 3 回通し券 3,000 円／ 1 回券（当日残席がある場合のみ販売）1,500 円 ※全席自由席

オペラ
『森は生きている』

チケット発売⁚11月6日
（日） 友の会優先発売⁚11月4日
（金）

2023年

〜バレエ・オペラ・古典芸能〜
初心者向け・トライアングル講座vol.4

1月26日 ・27日 ・28日 ・29日

日本語上演
日本語字幕付

14:00開演 中ホール

『森は生きている』は、ロシアの児童文学作家マルシャークの名作を原作に、林 光
が日本語のテキストに作曲したものです。美しい音楽と台詞で紡がれる心温まる物
語を、びわ湖ホール芸術監督・沼尻竜典の指揮でお贈りします。

びわ湖ホール声楽アンサンブル

バレエ・オペラ・古典芸能を一人の講師により横断的に解説し、
皆様をより幅広いジャンルに誘う講座シリーズの第 4 弾！
直近の公演の予習としても最適な内容を予定。3 回通し参加
がおすすめです。

全 3 回通し券 3,000 円／ 1 回券（当日残席がある場合のみ販売）1,500 円

©Yasuko Kageyama

一般 6,000（5,500）円／青少年（25 歳未満）2,000 円／シアターメイツ1,000 円

岡田安樹浩

講師：藤野一夫（芸術文化観光専門職大学副学長）、伊東史明（大谷大学講師）
岡田安樹浩（国立音楽大学講師）
日時：調整中
会場：びわ湖ホールリハーサル室、
コラボしが 21 大会議室

講師：青山登志和（元フジテレビ・プロデューサー）
①バレエ編
4月 23日( 土 ) 14:00〜16:30
②オペラ編
8月 28日(日) 14:00〜16:30
③古典芸能編 10月 8日( 土 ) 14:00〜16:30
会場：びわ湖ホールリハーサル室

イタリア語上演
日本語字幕付

ヴェルディが最後に遺した歌劇。常に王道をいく田口道子の演出と、
〈オペラへの
招待シリーズ〉でおなじみの園田隆一郎の指揮で、陽気なイタリアオペラをお楽し
みください。

チケット発売⁚11月6日
（日） 友の会優先発売⁚11月4日
（金）

ワーグナー・ゼミナール

山下裕賀

「オペラをこれから観てみたい」という方に
おすすめの入門編となるオペラシリーズ。
びわ湖ホール声楽アンサンブルが「オペラへ
の扉」を開けるお手伝いをします。

ヴェルディ作曲
東条碩夫

全 2 回通し券 2,000 円／ 1 回券（当日残席がある場合のみ販売）1,500 円

富岡明子

チケット発売⁚8月28日
（日） 友の会優先発売⁚8月26日
（金）

チケット発売⁚11月6日
（日） 友の会優先発売⁚11月4日
（金）

講師：東条碩夫（音楽評論家）
第１回 2023 年 1月 8日（日）14:30 〜 16:30
第２回
1月 22日（日） 9:45 〜 11:45
会場：コラボしが 21 大会議室

14:00開演 大ホール

SS 席 13,000（12,000）円／ S 席 11,000（10,000）円／ A 席 9,000（8,000）円
B 席 7,000（6,500）円／ C 席 6,000 円／ D 席 5,000 円／ E 席 4,000 円
U30 席（30 歳以下）3,000 円／ U24 席（24 歳以下）2,000 円
青少年割引当日券
セット券 18,000（16,000）円

SS 席 18,000（17,000）円／ S 席 15,000（14,000）円／ A 席 12,000（11,000）円
B 席 8,000（7,000）円／ C 席 6,000 円／ D 席 4,000 円
U30 席（30 歳以下）3,000 円／ U24 席（24 歳以下）2,000 円
青少年割引当日券

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』

イタリア語上演
日本語字幕付

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演出：粟國 淳
出演：中井亮一、小堀勇介、富岡明子、山下裕賀、須藤慎吾、黒田祐貴、黒田 博、久保田真澄 ほか
管弦楽：日本センチュリー交響楽団

©RYOICHI ARATANI

オペラ講座

全2幕

日本を代表する若手オペラ歌手の饗宴、ロッシーニの傑作オペラを粟國 淳演出に
よるプロダクションでお贈りします。どうぞお楽しみに！！

ワーグナー作品の聖地バイロイト祝祭劇場で上演される全 10 作をいよいよ完遂。
2022 年度末で任期を終える芸術監督・沼尻竜典の指揮、選りすぐりの日本を代
表する歌手たち、京都市交響楽団による響宴にご期待ください。

沼尻竜典

NISSAY OPERA 2022

ロッシーニ作曲

ドイツ語上演
日本語字幕付
セミ・ステージ形式

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
2023年

沼 尻 芸 術 監 督自らがぜひ観ていた
だきたい優れた作品を厳選してお届
けします。

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演出：中村敬一
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：日本センチュリー交響楽団

沼尻竜典

青山登志和

中村敬一

一般 6,000（5,500）円／青少年（25 歳未満）2,000 円／シアターメイツ1,000 円

※全席自由席

チケット発売⁚10月29日
（土） 友の会優先発売⁚10月27日
（木）

チケット発売⁚3月26日
（土） 友の会優先発売⁚3月24日
（木）
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子どものための管弦楽教室

12月31日

3月21日

2023年

14:00開演 大ホール

オ ペラ

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート2022

2008 年度より実施してきた好評のシリーズ。
子どもたちが楽しみながら学べるだけでなく、
大人も一緒にオーケストラについての知識や
理解を深められる公演です。

15:00開演 大ホール

1 年を締めくくる特別な日、最高の音楽に包まれて過ごすひと時を！
大晦日は、びわ湖ホールのジルヴェスター・コンサートへ。

指揮：藤岡幸夫（関西フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者）
過去の公演より
「指揮者体験コーナー」
管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督） 独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：大阪交響楽団
合唱：ジルヴェスター合唱団（一般参加）
ファンファーレ：ジルヴェスター・ファンファーレ隊（一般参加）
構成：中村敬一

大人 2,000 円／子ども（4 歳〜中学生）1,000 円

チケット発売⁚1２月25日
（日） 友の会優先発売⁚12月23日
（金）

〜解体新書から哲学の道へ〜

5月15日

14:00開演 大ホール

オ ー ケスト ラ

第2回 近江シンフォニエッタ演奏会

共催

指揮：沼尻竜典 出演：リード希亜奈（ピアノ）、近江シンフォニエッタ（管弦楽）
[ 曲目]チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第 1 番
ドヴォルジャーク：交響曲 第 9 番 ホ短調 op.95「新世界より」 ほか
SS 席 12,000 円／ S 席 8,000（6,500）円／ A 席 6,000（4,500）円／ B 席 4,500（3,500）円
主催：一般社団法人近江シンフォニエッタ

「ジルヴェスター・コンサート2021」
より
SS 席 8,500（8,000）円／Ｓ席 7,000（6,500）円／Ａ席 5,500（5,000）円
B 席 4,000 円／ C 席 3,000 円／青少年（25 歳未満）S 〜 C 席 2,000 円

ハンガリー国立歌劇場 来日公演
モーツァルト作曲 歌劇
『魔笛』 全2幕

共催

チケット発売⁚10月23日
（日） 友の会優先発売⁚10月21日
（金）

11月13日

ドイツ語上演
日本語字幕付

15:00開演 大ホール

室内楽・器楽・声楽

チケット発売⁚3月12日(土) 友の会優先発売⁚3月10日(木)

©栗山主税

ハプスブルク帝国の二大王立劇場としてウィーン国立歌劇場と並び称された、伝統と
実力のオペラハウス、堂々 11 回目の来日。びわ湖ホールに初登場です。
指揮：ヤーノシュ・コヴァーチュ
演出：ミクローシュ・シネタール
出演：未定
管弦楽：ハンガリー国立歌劇場管弦楽団
合唱：ハンガリー国立歌劇場合唱団

華麗なるオーケストラの世界 vol.5
ニコラス・ミルトン指揮 日本センチュリー交響楽団

2月5日

2023年

©juhasz attila

©Valter Berecz Hungarian State Opera

SS 席 23,000（22,000）円／ S 席 19,000（18,000）円／ A 席 16,000（15,000）円
B 席 13,000（12,000）円／ C 席 10,000（9,000）円／ D 席 8,000 円
U30 席（30 歳以下）6,000 円／ U24 席（24 歳以下）4,000 円

15:00開演 大ホール

オーケストラの名曲を日本センチュリー交響楽団による本格的な演奏でお贈りする
コンサートシリーズ。今回は、現在ドイツのゲッティンゲン交響楽団の芸術監督兼
首席指揮者を務めるほか、ヨーロッパ各地の歌劇場やオーケストラにも客演する
ニコラス・ミルトンが指揮者として登場します。

チケット発売⁚未定
主催：株式会社コンサート・ドアーズ

指揮：ニコラス・ミルトン
管弦楽：日本センチュリー交響楽団
［曲目］ドヴォルジャーク：交響曲 第 9 番 ホ短調 op.95「新世界より」ほか

共催

ニッセイ名作シリーズ〜県内高校生招待公演
イタリア語上演
ロッシーニ作曲 歌劇
『セビリアの理髪師』全2幕 日本語字幕付
大ホール

※非公開公演

共催

©Masaharu Eguchi
日本センチュリー交響楽団

©Florian Hammerich
阪 哲朗

料金未定

チケット発売⁚10月30日(日) 友の会優先発売⁚10月28日(金)
主催：しがぎん経済文化センター

14:00開演 大ホール

共催

日本センチュリー交響楽団

びわ湖定期公演 vol.15

12月25日

15:00開演 大ホール

日本センチュリー交響楽団のミュージックアドバイザー秋山和慶を指揮に、2021 年
9月若手ピアニストの登竜門「リーズ国際ピアノコンクール」で第２位、メニューイン賞
を受賞した小林海都を迎え、オール・チャイコフスキー・プログラムをお贈りします。

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
管弦楽：京都市交響楽団
［曲目］マーラー：交響曲 第 6 番 イ短調「悲劇的」

指揮：秋山和慶
ピアノ：小林海都
［曲目］チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第 1 番、交響曲 第 4 番

S 席 5,000（4,500）円／Ａ席 4,000（3,500）円／ B 席 3,000 円／ C 席 2,000 円
青少年（25 歳未満）1,500 円／シアターメイツ750 円

S 席 4,500（4,000）円／Ａ席 3,500（3,000）円／ B 席 2,500（2,000）円

チケット発売⁚9月5日
（月） 友の会優先発売⁚9月2日
（金）

チケット発売⁚12月10日
（土） 友の会優先発売⁚12月8日
（木）

主催：日本センチュリー交響楽団
3

びわ湖ホール声楽アンサンブル

びわ湖ホール芸術監督・沼尻竜典がタクトを
振るマーラー・シリーズ第３弾は、マーラー
にとって人生最も幸福な時期に書かれたにも
関わらず、
「悲劇的」の副題を持つ、交響曲
第 6 番をお贈りします。

演 劇・伝 統 芸 能

マーラー・シリーズ
沼尻竜典×京都市交響楽団

3月19日

17:00開演 大ホール

指揮：阪 哲朗
管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団
合唱：KEIBUN 第九合唱団
［曲目］
ベートーヴェン：交響曲 第 9 番 ニ短調 op.125「合唱付き」

チケット発売⁚11月13日
（日） 友の会優先発売⁚11月11日
（金）

2023年

KEIBUN第九2022演奏会

12月10日

S 席 4,000（3,500）円／Ａ席 3,000（2,500）円／ B 席 2,000 円／ C 席 1,000 円
青少年（25 歳未満）S〜B 席 1,500 円／シアターメイツS〜B 席 750 円

ダンス

11月25日

主催：公益財団法人ニッセイ文化振興財団

ニコラス・ミルトン

ジャズ・ワ ー ル ド ミュー ジック

名曲コンサート

びわ湖の午後
オ ペラ

びわ湖の午後61

〜さようなら、故郷の家よ〜
（カタラーニ作曲 歌劇「ワリー」
より）
前日祭

4月29日

4月30日 ・5月1日

妻屋秀和 バス・リサイタル

7月23日

大ホール・小ホール

選りすぐりの演奏家による上質な音楽を小
ホールというアットホームな空間で聴いて
いただくシリーズ。どなたにも贅沢なひと
時をお過ごしいただけるコンサートです。

14:00開演 小ホール

イタリア声楽コンコルソ・ミラノ部門金賞をはじめ多くのコンクールに入賞し、ライプ
ツィヒ歌劇場、ワイマール・ドイツ国民劇場のほか、ヨーロッパ各国の歌劇場、そし
てびわ湖ホールのオペラにも数多く出演する妻屋秀和のリサイタルを開催します。

オ ー ケスト ラ

2018 年度よりスタートしたびわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典
がプロデュースするクラシック音楽の祭典。毎年ゴールデン
ウィーク期間にびわ湖ホールをメイン会場として開催していま
す。一流アーティストやオーケストラ、びわ湖ホール声楽アン
サンブルの演奏が一日中楽しめます。
大ホール S 席 2,500 円／ A 席 2,000 円／ S 席（18 歳以下）1,500 円／ A 席（18 歳以下）1,000 円
小ホール 全席 1,500 円／ 18 歳以下 1,000 円

※3 歳以上入場可 ※
「0 歳児からのコンサート」を除く。

チケット発売⁚3月19日
（土） 友の会優先発売⁚3月14日
（月）

室内楽・器楽・声楽

特別コンサート

妻屋秀和

アリス＝紗良・オット ピアノ・リサイタル
Echoes Of Life

5月21日

一般 4,000（3,500）円／青少年（25 歳未満）1,500 円

チケット発売⁚4月24日
（日） 友の会優先発売⁚4月22日
（金）

14:00開演 大ホール

ジャズ・ワ ー ル ド ミュー ジック

クリエイティヴな才能で世界中のファンを魅了するア
リス＝紗良・オット。
「聴衆とひとつの物語、ひとつの
経験を共有し、初めから終わりまで、一緒にひとつの
旅を体感したい」と語るアリスが、映像や照明演出と
ともに贈るライブ体験。お楽しみに。
出演：アリス＝紗良・オット（ピアノ）
［曲目］ショパン：24の前奏曲 op.28 ほか

木下志寿子

出演：妻屋秀和（バス）、木下志寿子（ピアノ）
［曲目］C.レーヴェ：魔王、アルチバルド・ダグラス ほか

びわ湖の午後62

パスカル・ロジェ ピアノ・リサイタル

11月23日
©Pascal Albandopulos

14:00開演 小ホール

フランス音楽が内包する優雅、繊細、洒脱、
色彩、精巧などの表現をユーモアとウイット、
エスプリを生かしながら奏でるフランスのピア
ニスト パスカル・ロジェが登場。フランス作
品を中心にお贈りいたします。

DG

アリス＝紗良・オット

S 席 6,000(5,500) 円／Ａ席 5,000(4,500) 円／ B 席 4,000 円
青少年 (25 歳未満 )2,000 円

出演：パスカル・ロジェ（ピアノ）

チケット発売⁚3月26日
（土） 友の会優先発売⁚3月24日
（木）

パスカル・ロジェ

名曲コンサート

©

武藤 章

前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル
ダンス

6月11日

一般 4,000（3,500）円／青少年（25 歳未満）1,500 円

14:00開演 大ホール

チケット発売⁚9月24日
（土） 友の会優先発売⁚9月22日
（木）

2022 年に演奏生活 60 周年を迎える国際的ヴァイオリニス
ト前橋汀子。優雅さと円熟味あふれる演奏で多くの聴衆を
魅了し続けている前橋が、熟達の演奏を聴かせます。
出演：前橋汀子（ヴァイオリン）
ヴァハン・マルディロシアン（ピアノ）
［曲目］ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第 5 番 ヘ長調「春」op.24
J.S.バッハ：シャコンヌ
（無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2 番 ニ短調 BWV 1004より）
クライスラー：愛の喜び ほか

北村朋幹 20世紀の邦人ピアノ作品

10月9日

©篠山紀信

15:00開演 小ホール

演 劇・伝 統 芸 能

「卓越した詩的感性、そして哲学的叡智を具
えた芸術家」(濱田滋郎 )と評価されるように、
作品を深く掘り下げ背景に潜む哲学や歴史
に肉薄しようとする姿勢が他のピアニストと
は一線を画す北村朋幹が、20 世紀以降の邦
人作品を中心にリサイタルを開催します。

前橋汀子

S 席 3,500(3,000) 円／Ａ席 2,000 円／青少年 (25 歳未満 )1,000 円／シアターメイツ500 円

チケット発売⁚3月27日
（日） 友の会優先発売⁚3月25日
（金）

出演：北村朋幹（ピアノ）

176 アン・セット・シス（ピアノ・デュオ）

2月18日

2023年

©TAKA MAYUMI

14:00開演 中ホール

びわ湖ホール声楽アンサンブル

北村朋幹

演奏・創作の双方で活動を展開する山中惇史
と高橋優介の 2人により結成された新進気鋭
のユニットが登場します。2台のピアノを縦横
無尽に駆使し、ピアノ・デュオの新たな可能性
を広げるコンサートです。
出演：山中惇史、高橋優介（ピアノ）

一般 3,000 円／青少年（25 歳未満）1,500 円

チケット発売⁚7月24日
（日） 友の会優先発売⁚7月22日
（金）

関連企画

©TakafumiUeno

北村朋幹×ジョン・ケージ

ジョン・ケージ「プリペアド・ピアノのためのソナタとインターリュード」を演奏します。
滋賀県立美術館と連携して行う公演です。

一般 3,000 円／青少年（25 歳未満）1,000 円／シアターメイツ500 円

出演：北村朋幹（ピアノ）
日時：10月8日（土） 会場：滋賀県立美術館

チケット発売⁚11月19日
（土） 友の会優先発売⁚11月17日
（木）

4

室内楽への招待

共催

一般 5,500 円

©MarcoBorggreve

チケット発売⁚3月２7日
（日） 友の会優先発売⁚3月25日
（金）

びわ湖ミュージックフォレスト

11月6日

チケット発売⁚4月24日
（日） 友の会優先発売⁚4月22日
（金）

14:00開演 小ホール

滋賀県立文化産業交流会館（米原市）がプロデュース
する「びわ湖ミュージックフォレスト」公演をびわ湖ホー
ルでも開催します。今回は、滋賀県出身の若手ピアニ
ストが織りなす２台ピアノをお楽しみいただきます。

エベーヌ弦楽四重奏団
17:00開演 小ホール

出演：リード希亜奈、久末 航 (ピアノ)
米原公演：11月5日（土）文化産業交流会館

久末 航

一般 3,000 円／青少年 (25 歳未満 )1,000 円

チケット発売⁚8月7日(日)

エベーヌ弦楽四重奏団

友の会優先発売⁚8月5日(金)

スタインウェイ“ピノ”シリーズvol.8

©JulienMignot

日本語とうた 〜言葉としての日本語、そして日本のうた〜

出 演： エベーヌ弦楽四重奏団
ピエール・コロンベ、ガブリエル・ル・マガデュール（ヴァイオリン）
マリー・シレム(ヴィオラ)、ラファエル・メルラン（チェロ）
［曲目］ハイドン：弦楽四重奏曲 第 34 番 ニ長調 op.20-4 Hob.III-34
ヤナーチェク：弦楽四重奏曲 第 1 番「クロイツェル・ソナタ」
シューマン：弦楽四重奏曲 第 2 番 ヘ長調 op.41-2

山田耕筰と中田喜直

1月15日

2023年

14:00開演 小ホール

ジャズ・ワ ー ル ド ミュー ジック

ダイナミックで幅広い音楽性と冒険
的で創造的なアプローチで古典派
音楽の作品、現代作品そしてジャ
ズにまで取り組む、カリスマ的人気
を誇る弦楽四重奏団。びわ湖ホー
ルに３度目の登場を果たします。

©Kei Uesugi
リード希亜奈

室内楽・器楽・声楽

リード希亜奈＆久末 航 2台ピアノコンサート

一般 4,500（4,000）円／青少年（25 歳未満）2,500 円

6月18日

オ ー ケスト ラ

出演：TAIRIKプロデュース「古澤巖の品川カルテット」
古澤 巖、福田悠一郎（ヴァイオリン）
TAIRIK（ヴィオラ）、髙木慶太（チェロ）
［曲目］ロベルト・ディ・マリーノ作品
モーツァルト：ディヴェルティメント、メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲 第 2 番 イ短調 op.13

出 演： ダネル弦楽四重奏団
ダネル弦楽四重奏団
マルク・ダネル、ジル・ミレ（ヴァイオリン）
ヴラッド・ボグダナス（ヴィオラ）
ヨヴァン・マルコヴィッチ（チェロ）
［曲目］ハイドン：弦楽四重奏曲 第 1 番 変ロ長調 op.1-1「狩」
ブラームス：弦楽四重奏曲 第 1 番 ハ短調 op.51-1
チャイコフスキー：弦楽四重奏曲 第 1 番 ニ長調 op.11

室内楽への招待

15:00/19:00開演 大ホール

カリスマ的なパフォーマンスで聴衆はもとよ
り、演奏家からも絶大な信頼を集める古澤
巖を中心メンバーとした TAIRIKプロデュー
ス「古澤 巖の品川カルテット」。古澤がその
才能に惚れ込んだロベルト・ディ・マリーノ
作品と弦楽四重奏の名曲を演奏します。

14:00開演 小ホール

ハイドン、ベートーヴェン、シューベ
ルト、ショスタコーヴィチ、ヴァイン
ベルクの弦楽四重奏曲ツィクルス
（全曲演奏）などで高い評価を受け
る、ベルギーが誇る実力派カルテッ
ト
「ダネル弦楽四重奏団」。関西で
はめったに聴けない濃密な演奏をお
楽しみください。

「古澤 巖の品川カルテット」

6月16日

ダネル弦楽四重奏団

6月10日

TAIRIKプロデュース

オ ペラ

室内楽への招待

多彩な演奏家による「室内楽」の魅力を紹
介するシリーズ。本年度は世界の第一線で
活躍する個性あふれる弦楽四重奏団の公演
を開催するほか、室内楽の楽しさを様々な
角度からご紹介する講座を開講します。

ピアニストでありプロデューサーとしても活躍する河原忠之とともに「日本の歌」を紹
介するシリーズ第 2 弾。今回は山田耕筰と中田喜直の作品をお贈りします。

一般 5,500（5,000）円／青少年（25 歳未満）2,500 円

チケット発売⁚4月24日
（日） 友の会優先発売⁚4月22日
（金）

室内楽への招待 関連企画講座

室内楽の魅力、弦楽四重奏の魅力

ダンス

構成・解説・ピアノ：河原忠之
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー
栗原未和（ソプラノ）、益田早織（メゾソプラノ）、清水徹太郎（テノール）
［曲目］山田耕筰作品、中田喜直作品

弦楽四重奏の公演に合わせて、室内楽の魅力、
弦楽四重奏の魅力をわかりやすくお話しします。

お話：河井 拓 ゲスト：後藤彩子（ヴィオラ奏者）
日時：5月22日（日）
会場：びわ湖ホール リハーサル室

栗原未和
河井 拓

後藤彩子

ウルトラスーパースペシャルゲスト福井

3月12日

2023年

敬

14:00開演 大ホール

出演：福井 敬
びわ湖ホール四大テノール
（清水徹太郎、竹内直紀、山本康寛）
植松さやか（ピアノ）

出 演：カルテット・アマービレ
篠原悠那、北田千尋（ヴァイオリン）、中 恵菜（ヴィオラ）、笹沼 樹（チェロ）
［曲目］ハイドン：弦楽四重奏曲 第 67 番 ニ長調 op.64-5, Hob. III:63「ひばり」
三善 晃：弦楽四重奏曲 第 3 番「黒の星座」
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第 9 番 ハ長調 op.59-3「ラズモフスキー第 3 番」

［曲目］オペラ・アリア
イタリアン・カンツォーネ ほか

一般 4,000(3,500) 円／青少年 (25 歳未満 )2,000 円

S 席 5,000（4,500）円／Ａ席 4,000（3,500）円／青少年（25 歳未満）２,000 円／シアターメイツ1,000 円

チケット発売⁚8月27日
（土） 友の会優先発売⁚8月25日
（木）

チケット発売⁚12月10日
（土） 友の会優先発売⁚１２月8日
（木）
5

びわ湖ホール声楽アンサンブル

感動的フィナーレを迎えたフォーエバーコンサートから2 年、多くの皆様のお声のお
かげでびわ湖ホール四大テノールが帰ってきました。再びウルトラスーパースペシャル
ゲストに福井 敬さんをお招きし、二塚直紀の魂を引き継ぐべく、今ここに復活！

©T.Tairadate

演 劇・伝 統 芸 能

帰ってきたびわ湖ホール四大テノール

14:00開演 小ホール

2016 年第 65 回 ARDミュンヘン国際音楽コ
ンクール弦楽四重奏部門第 3 位入賞、あわせ
て特別賞（コンクール委嘱作品の最優秀解釈
賞）を受賞し、19 年ヤングコンサートアーティ
スト国際オーディション（ニューヨーク）で第 1
位を獲得するなど今後の活躍が期待されてい
る若手実力派カルテットが登場します。

河原忠之

チケット発売⁚10月29日
（土） 友の会優先発売⁚10月27日
（木）

カルテット・アマービレ

10月29日

©K.Miura

清水徹太郎

一般 3,000（2,500）円／青少年（25 歳未満）1,000 円

一般 1,000 円（6/10、6/18 公演チケット提示の方は無料）

室内楽への招待

益田早織

実力派アーティストの演奏による1 時間
のコンサート。クラシック音楽の楽しさを
満喫できる、文字通り気軽に楽しめる公
演をお贈りします。

気軽にクラシック
オ ペラ

気軽にクラシック30

1月22日

2023年

中山航介 魅惑の打楽器の世界

9月14日

船越亜弥 今届けたい歌

気軽にクラシック33

2021 年度第 90 回日本音楽コン
クールの声楽部門にて第 1 位の
びわ湖ホール声楽アンサンブル・
ソロ登録メンバー、船越亜弥が
登場します。豊かな声で歌曲とオ
ペラ・アリアを歌う1 時間です。

14:00開演 小ホール

オ ー ケスト ラ

京都市交響楽団首席打楽
器奏者 中山航介が登場！
打楽器の魅力をたっぷり
とお届けする楽しい１時
間です！

14:00開演 大ホール

船越亜弥

大久保 亮

出演：船越亜弥（ソプラノ）、大久保 亮（テノール）
大塚千草（ピアノ）

大塚千草

一般 1,000 円

チケット発売⁚1０月1日
（土） 友の会優先発売⁚9月29日
（木）
中山航介

出演：中山航介、中山美輝（打楽器）

京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル

気軽にクラシック34

中山美輝

［曲目］E.サミュ：リベルタンゴ
濱口大弥：MEWOTORRID【めをとでゅお委嘱作品】
A.コッペル：トッカータ ほか

京都しんふぉにえった

2月11日

2023年

一般 1,000 円

14:00開演 中ホール

室内楽・器楽・声楽

京都市交響楽団メンバーにより「音楽を編曲・創作し楽しむこと」をモットーに結
成されたユニットが登場します。

チケット発売⁚6月26日
（日） 友の会優先発売⁚6月24日
（金）

出演：京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル 京都しんふぉにえった

気軽にクラシック31

津國直樹 ドイツ歌曲 名曲の愉しみ

11月3日

14:00開演 小ホール

ジャズ・ワ ー ル ド ミュー ジック

びわ湖ホール声楽アンサン
ブル・ソロ登録メンバーの
津國直樹が奥深いドイツ・
リートの世界に誘います。

一般 1,500 円

チケット発売⁚11月19日
（土） 友の会優先発売⁚11月17日
（木）

津國直樹
出演：津國直樹（バリトン）、掛川歩美（ピアノ）
［曲目］シューマン：
「詩人の恋」ほか
一般 1,000 円

大人の楽しみ方32

チケット発売⁚8月27日
（土） 友の会優先発売⁚8月25日
（木）

ダンス

和谷泰扶（ハーモニカ）＆松尾俊介（ギター）

気軽にクラシック32

10月23日

関西弦楽四重奏団 バッハに憧れて

12月12日

ファッションやライフスタイルにこだわり
を持つステキな大人のみなさまに、クラ
シック音楽のみならず様々なジャンルの
音楽をお贈りします。

大人の楽しみ方

掛川歩美

14:00開演 小ホール

クロマティックハーモニカの第一人者であ
る和谷が、同じ京都出身のギタリスト松尾
とともにハーモニカの豊かな世界をご紹介。
ギターとのアンサンブルも必聴です。

14:00開演 小ホール

オーケストラのコンサートマスターや首席奏者、または室内楽コンサートで活躍す
る第一線のプレイヤー達が弦楽四重奏へのひときわ強い情熱と意志を持って2012
年に結成した弦楽四重奏団が登場します！

出演：和谷泰扶（ハーモニカ）、松尾俊介（ギター）

©Akira Muto

和谷泰扶

演 劇・伝 統 芸 能

出演：関西弦楽四重奏団
林 七奈、田村安祐美（ヴァイオリン）、小峰航一（ヴィオラ）、上森祥平（チェロ）

©Takanori Ishii

松尾俊介

一般 3,000 円／青少年（25 歳未満）1,500 円

チケット発売⁚7月24日
（日） 友の会優先発売⁚7月22日
（金）

［曲目］J.S. バッハ：フーガの技法より
フランク：弦楽四重奏曲より、ベートーヴェン：大フーガ ほか

カンタオールの世界

大人の楽しみ方33

〜フラメンコ音楽とスペイン語歌曲〜

2月19日

2023年

14:00開演 小ホール

びわ湖ホール声楽アンサンブル

日本を代表するカンタオール（フラメンコ歌手）石塚
隆充本人の弾き語りにより「プーロ（純粋）」で「ホン
ド
（深い）」なカンテ
（歌）
をお聴きいただくほか、ピアノ、
ベース、パーカッションを加えたカルテットでフラメン
コ音楽とスペイン語歌曲をたっぷりとお届けします。
出演： 石塚隆充（カンテ、ギター）、石塚まみ（ピアノ）
コモブチ キイチロウ（ベース）
大儀見 元（パーカッション）

関西弦楽四重奏団
一般 1,000 円

一般 3,000 円／青少年（25 歳未満）1,500 円

チケット発売⁚10月1日
（土） 友の会優先発売⁚9月29日
（木）

チケット発売⁚11月19日
（土） 友の会優先発売⁚11月17日
（木）

6

二兎社公演46

山海塾「かがみの隠喩の彼方へ かげみ」

日時未定 中ホール

14:00開演 中ホール

オ ペラ

5月22日

リ・クリエーション

「今、日本で起きていること」をリアルに体感できる演劇づく
りで幅広い層から支持される劇作家・永井 愛。彼女が率い
る二兎社公演を２年ぶりにお届けします。

2000 年山海塾・パリ市立劇場と共に共同制作
し、パリでの世界初演後、びわ湖ホールで 01 年
に日本初演した作品。舞台一面にゆらめく蓮の葉、
仮想の水面、水鏡に交差する光と影̶̶世界を
熱狂させた美の世界を再び。

作・演出：永井 愛

演出・振付・デザイン：天児牛大
舞踏手： 竹内 晶、市原昭仁、松岡 大
石井則仁、岩本大紀、髙瀨 誠、伊藤壮太郎

永井 愛

©Jacques Denamaud

チケット発売⁚未定

一般 5,000（4,500）円／青少年 (25 歳未満 )3,000 円

チケット発売⁚3月26日
（土） 友の会優先発売⁚3月24日
（木）

舞台技術研修

2月4日 ・5日

2023年

時間未定 中ホール

この舞台を子どもたちのためだけでなく、かつては子どもだった大人たちに届けた
い。森山開次が「星の王子さま」の世界を多彩なクリエーター、精鋭のダンサーと
ともに立ち上げる、大型ダンス作品。

©SadatoISHIZUKA

森山開次

『シンデレラ』
（音楽劇）

3月18日

2023年

連携大学の学生と「舞台技術研修〜人材育成講座〜」の受講者がともに創り上げ
る「成果発表公演」。
2022 年度は、名作童話『シンデレラ』をテーマに公演を制作・上演します。
脚本：田辺 剛
演出：まいやゆりこ
演技指導：高原綾子
音楽制作：真都山みどり
振付：山田レイ
舞台装置アドバイザー：野崎みどり
衣裳アドバイザー：大野知英
歌唱指導：林 隆史（びわ湖ホール
声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー）

©宮川舞子／Maiko MIYAGAWA

S 席 5,500（5,000）円／ A 席 4,500（4,000）円／青少年 (25 歳未満 )2,000 円 ※4 歳以上入場可

チケット発売⁚未定

2020 年度「不思議の国のアリス」公演より

坂東玉三郎 お話と素踊り

11月20日

14:00開演 中ホール

大人 1,000 円／子ども(4 歳〜中学生 )500 円

チケット発売⁚12月25日
（日）

15:00開演 大ホール
共催

出演：坂東玉三郎（お話・素踊り）
富山清琴（三絃・胡弓・歌）
富山清仁（三絃・歌）

平和堂財団 芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズvol.25

〜鳩の音楽会2022〜

11月13日

ダンス

人間国宝 坂東玉三郎によるトークと
演奏、素踊り
「雪」をお贈りいたします。

15:00開演 中ホール

2021 年度平和堂財団芸術奨励賞（音楽部門）の受賞者とこれまでの受賞者による
演奏をお届けします。

坂東玉三郎

入場無料（抽選）
主催：公益財団法人平和堂財団

S 席 5,000（4,500）円／ A 席 4,000（3,500）円／青少年（25 歳未満）２,000 円

共催・制作：公益財団法人びわ湖芸術文化財団
協力：株式会社しがぎん経済文化センター

共催

野村万作・野村萬斎狂言公演

人形劇団京芸「あっちこっちサバンナ」

12月25日

13:00開演/17:00開演 中ホール

14:00開演 中ホール

演 劇・伝 統 芸 能

チケット発売⁚9月24日
（土） 友の会優先発売⁚9月22日
（木）

12月4日

ジャズ・ワ ー ル ド ミュー ジック

演出・振付・出演：森山開次
美術：日比野克彦
衣裳：ひびのこづえ
音楽：阿部海太郎
出演：アオイヤマダ、小㞍健太
酒井はな、島地保武、坂本美雨 ほか

舞台技術研修〜人材育成講座〜 成果発表公演

室内楽・器楽・声楽

KAAT
「星の王子さま―サン=テグジュペリからの手紙―」

次代を担う人材の育成を目的として開催する
研修。連携大学の学生が、授業の一環として
舞台技術や作品づくりのノウハウを学び、舞台
装置・映像美術・衣裳・小道具のデザインから
製作までを行い、全国から募集した舞台技術
者とともに一つの作品を創り上げます。

オ ー ケスト ラ

料金未定

12 名のキャストでお贈りするファミリー向けの大型人形劇です。
大人 3,000 円／子ども2,000 円

チケット発売⁚未定

出演：野村万作、野村萬斎 ほか

野村万作

野村萬斎

YouTubeにて公演の一部を配信中！

S 席 6,500（6,000）円／ A 席 5,500（5,000）円／青少年（25 歳未満）4,000 円
シアターメイツ2,000 円

びわ湖ホールの公式 YouTubeチャンネルでは、公演
の一部を無料で配信しています。

チケット発売⁚9月24日
（土） 友の会優先発売⁚9月22日
（木）
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びわ湖ホール声楽アンサンブル

人間国宝の野村万作、映画や演劇公演
でも活躍している野村萬斎による、毎年
大好評の狂言公演をお届けします。

びわ湖ホール声楽アンサンブル
オ ペラ

びわ湖ホール独自の創造活動の核として開館の年の 1998 年 3 月に設立。“声楽アンサンブル”とは、
ドイツ語圏の歌劇場においてオペラのソリストを担う劇場専属歌手を意味します。ソリストとしての
高水準の実力はもとより、アンサンブル、合唱の中核となり得るバランスのとれた声楽家により構成
されています。びわ湖ホール自主公演への出演を主な活動とする一方、音楽の普及活動も積極的
に行っており、日本初の公共ホール専属声楽家集団として各方面から注目を集めています。過去在
籍したメンバーは総勢 60 名を超え、活動期間を終了した後は「ソロ登録メンバー」として、多数の
コンサートやオペラに出演するなど幅広く活躍しています。2013 年第 26 回大津市文化賞、17 年
第 42 回滋賀県文化賞受賞。
監修：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）

名誉指揮者：田中信昭

桂冠指揮者：本山秀毅

指揮者：大川修司

オ ー ケスト ラ

第75回定期公演

第76回定期公演

音楽史の小径 〜イタリア古典歌曲から辿る〜
びわ湖ホール公演
東京公演 vol.13

9月10日
9月19日

14:00開演

びわ湖ホール
小ホール

14:00開演

東京文化会館
小ホール

びわ湖ホール声楽アンサンブル

全1幕

プッチーニ作曲

イタリア語上演
日本語字幕付
演奏会形式

歌劇
『ジャンニ・スキッキ』
（演奏会形式）
びわ湖ホール公演

11月19日

14:00開演 中ホール

室内楽・器楽・声楽

イタリアオペラの巨匠・プッチーニを堪能できるプログラム。前半は『ラ・ボエーム』
や『蝶々夫人』の抜粋を、後半は『ジャンニ・スキッキ』の全曲を演奏会形式でお楽
しみください。

びわ湖ホール声楽アンサンブル桂冠指揮者・本山秀毅とともに、イタリア古典歌曲
の流れを辿るプログラム。モンテヴェルディからヘンデルのアリアまでの多彩な曲目
をお贈りします。

指揮：大川修司 ピアノ：越知晴子 構成：中村敬一
［曲目］
プッチーニ：歌劇『ラ・ボエーム』、
『蝶々夫人』より 抜粋
歌劇『ジャンニ・スキッキ』
（演奏会形式）

指揮：本山秀毅（びわ湖ホール声楽アンサンブル桂冠指揮者）
チェンバロ：パブロ・エスカンデ
［曲目］
カッチーニ：麗しのアマリッリ
モンテヴェルディ : 私を死なせて
チェスティ：歌劇『黄金のリンゴ』より プロローグ
スカルラッティ：ガンジスより陽は昇りぬ
ヘンデル：緑の木陰で(ラルゴ ) ほか
本山秀毅

ジャズ・ワ ー ル ド ミュー ジック

大川修司

びわ湖ホール公演：一般 3,000（2,500）円／青少年（25 歳未満）1,500 円
東京公演：一般 4,000（3,500）円／青少年（25 歳未満）2,500 円

越知晴子

びわ湖ホール公演：一般 3,000（2,500）円／青少年（25 歳未満）1,500 円

チケット発売⁚6月26日
（日） 友の会優先発売⁚6月24日
（金）

チケット発売⁚9月11日
（日） 友の会優先発売⁚9月9日
（金）

びわ湖ホール声楽アンサンブル

美しい日本の歌
びわ湖ホール公演
米原公演

12月3日
8月7日

14:00開演

びわ湖ホール
大ホール
文化産業交流会館

14:00開演 イベントホール内特設舞台長栄座

ダンス

びわ湖ホール声楽アンサンブルが、唱歌や童謡に加え、昭和や平成に親しまれた
歌謡曲等の名曲をお届けする人気シリーズ第３弾。びわ湖ホール声楽アンサンブル
の新たな魅力をお楽しみください。
指揮：本山秀毅（びわ湖ホール声楽アンサンブル桂冠指揮者）
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：京都フィルハーモニー室内合奏団

演 劇・伝 統 芸 能

びわ湖ホール音楽会へ出かけよう！

（ホールの子事業）
【学校鑑賞事業】
※一般公開はありません。

県内のすべての子どもが中学３年生までに舞台芸術に触れる機会を
創出することを目的に、びわ湖ホール声楽アンサンブルが出演する
大規模オーケストラ公演を実施します。

指揮：川瀬賢太郎
管弦楽：京都市交響楽団
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
脚本・構成：中村敬一
6月1日( 水 )・2日( 木 )・3日( 金 )・6日(月)・7日( 火 )・8日( 水 （
) 6日間 12 公演）

©栗山主税
2021年度の公演より
びわ湖ホール公演：一般 2,500 円／青少年（25 歳未満）1,000 円／シアターメイツ500 円
米原公演：一般 2,500 円／青少年（25 歳未満）1,000 円

びわ湖ホール公演 / チケット発売⁚9月11日
（日） 友の会優先発売⁚9月9日
（金）
米 原 公 演 / チケット発売⁚6月18日
（土）

学校巡回オペラ

『泣いた赤おに』

浜田廣介の児童文学を原作に、松井
和彦が構成・作曲したオペラ『泣いた
赤おに』を学校の体育館で上演しま
す。劇 場さながらの本 格 的な美 術、
衣裳、照明を用意し、学校にいなが
ら本格的な舞台芸術の魅力を体験し
ていただきます。

びわ湖ホール声楽アンサンブル

指揮：大川修司
演出：中村敬一
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
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学校巡回公演

滋賀県内の小・中学校
を 訪 問し、学 校 の 体
育館をコンサート会場
に変えて約１時間の本
格 的な音 楽 公 演で歌
の魅力を体験していた
だきます。

ふれあい音楽教室
びわ湖ホール声楽アンサ
ンブルのメンバーが、滋
賀 県 内 の 小・中 学 校 で
音楽の授業を行います。
ミニコンサートや合唱指
導など学 校の要 望に合
わせた楽しく学べるプロ
グラムをご用意します。

第41回滋賀県ピアノコンクール

「若い音楽家が将来羽ばたくために活用を」と若杉
弘びわ湖ホール初代芸術監督 ( 指揮者 )の夫人 長野
羊奈子様 ( 声楽家 )よりびわ湖ホールに遺贈された
< 若杉・長野音楽基金 > を事業費の一部として活用
し、セミナーを開催します。

予選
本選

沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅧ
〜『フィガロの結婚』指揮法〜

7月1日 ･2日 ･3日

12月17日 ・18日 草津市立草津アミカホール
2023年2月19日 びわ湖ホール大ホール

日頃からピアノ演奏に励む滋賀県在住、在学の児童生徒から一般（30 歳未満）ま
で部門別にコンクールを実施します。これまでに県内外で活躍するピアニストを多く
輩出している伝統のあるコンクールです。
出場者募集要項は7月頃に
ホームページに掲載予定です。

ともに大ホール

全 6 部門： 小学校１・２年
小学校３・４年
小学校５・６年
中学校
高等学校
学生・一般

講師：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
管弦楽：大阪交響楽団

入場無料（予選・本選ともに）

［内容（予定）］
1日 2 台のピアノを用い、楽曲分析や指導法等
２日 オーケストラ演習
3日 オーケストラ演習／受講者による成果発表

第 39 回滋賀県ピアノコンクールより

湖国新進アーティストによる演奏会

（3日通し券）一般 5,000 円／ U30（30 歳以下）2,500 円
（1日券）一般 2,000 円／ U30（30 歳以下）1,000 円

3月11日

2023年

※全席自由席

14:00開演 小ホール

滋賀県在住、在学、在勤または出身の新進演奏家を対象にオーディションを実施し、
優れた演奏家に初めてのリサイタルの場を提供します。

チケット発売⁚5月14日
（土） 友の会優先発売⁚5月12日
（木）

オーディション

イタリア声楽曲研修Ⅲ

10月2日（日）小ホール

※募集要項は、5月頃にホームページ掲載予定です。

若杉・長野音楽基金を活用し、ソプラノ歌手
としてイタリアを拠点に活躍する山崎美奈に
よるびわ湖ホール声楽アンサンブルのための
研修を行います。研修内容はイタリアの声楽
曲とし、指導の様子を広く一般に公開します。
「ザ・ファーストリサイタル2021」
より
一般 1,000 円／ 18 歳以下 500 円

（3日通し券）一般 3,000 円／ U30（30 歳以下）1,000 円
（1日券）一般のみ 1,500 円

※全席自由席

チケット発売⁚12月25日
（日）

チケット発売⁚5月14日
（土） 友の会優先発売⁚5月12日
（木）

県内の医療施設や福祉施設を訪
問し、療養中の方など、気軽に
劇場を訪れることが難しい方にも
音楽をお届けします。

14:00開演 小ホール

入場無料・事前申し込み不要

びわ湖ホールを身近に感じてい
ただけるようメインロビーで行っ
ているコンサートです。
雄大な琵琶湖と比叡比良の山々
を背景に、季節に合わせたプロ
グラムをお届けします。

※全席自由席

チケット発売⁚7月23日
（土）

※現在開催については、新型コロナウ
イルス感染状況を鑑み、検討中です。

劇場の裏側を”まるっと” 体験できるステージ
ツアーです。びわ湖ホールが誇る
「四面舞台」
をはじめ、舞台設備を舞台技術スタッフの楽
しい解説でご紹介します。体験後には今まで
と違った視点で公演を楽しめること間違いな
し！詳細は決定次第ホームページ等でお知ら
せします。

びわ湖大津秋の音楽祭

9月初旬〜11月初旬（予定）

「音楽の◯△□
（カタチ）見つける」をテーマに、大津市内のさまざまな会場でイベント
をお楽しみいただけます。

参加料：500 円（保険加入料含む）

9

び わ 湖 ホ ー ル 声 楽 アンサンブ ル

まるっとステージツアー

演 劇・伝 統 芸 能

ロビーコンサート

2021年度の公演より

入場料 500 円

ダンス

ホスピタルコンサート

アンサンブルの楽しみ
〜演奏家のつどい〜vol.14
一般公募により選ばれた出演者たちによるコ
ンサート。音楽愛好家の皆さんの“憧れの場”
であるびわ湖ホール小ホールの舞台に立っ
ていただくことに加え、プロのゲストプレイ
ヤーを迎えて演奏と交流の場を提供します。
募集等の詳細はホームページをご覧ください。

※全席自由席

ジャズ・ワ ー ル ド ミュー ジック

14:00開演 小ホール

講師：山崎美奈（ソプラノ）
受講生：びわ湖ホール声楽アンサンブル

室内楽・器楽・声楽

ザ・ファーストリサイタル2023

9月24日

オ ー ケスト ラ

沼尻芸術監督が講師を務めるオペラ指揮に特化し
た大人気のセミナー。モーツァルト作曲『フィガロ
の結婚』を題材に、全国から募集した受講者の指
導の様子を広く一般に公開します。普段は知ること
のできないオペラ制作の裏側を見ることができます。

7月24日 ･25日 ･26日

オ ペラ

若杉・長野
音楽基金

●オペラ Opera ●オーケストラ Orchestra ●室内楽･器楽･声楽 Chamber Music & Vocal ●ダンス Dance
●ジャズ・ワールドミュージック Jazz & World Music ●演劇･伝統芸能 Drama & Traditional Performing Arts
●びわ湖ホール声楽アンサンブル BIWAKO HALL Vocal Ensemble
大

4

5

大ホール Main Theatre

29
fri

小

小ホール Ensemble Hall

大

3

6

mon

〜

●●● Omi Spring 2022
●

Omi Sinfonietta

＜特別コンサート＞ アリス= 紗良・オット ピアノ・リサイタル Echoes Of Life

大

●

Alice Sara Ott Piano Recital: Echoes Of Life

山海塾「かがみの隠喩の彼方へ−かげみ」リ・クリエーション

中

●

SANKAI JUKU:
KAGEMI - Beyond the Metaphors Of Mirrors

●●

Letʼ s go to Concert!

22
sun
fri

小

〈共催〉 大

21
sat

〜

シアターメイツ優待公演

配信実施予定

近江の春 びわ湖クラシック音楽祭 2022
第 2 回 近江シンフォニエッタ演奏会 〜解体新書から哲学の道へ〜

1

7

/1
5sun

中ホール Theatre

15
sun

wed

6

〜

中

8 びわ湖ホール音楽会へ出かけよう！（6日間 12 公演）

※非公開公演 大

wed （ホールの子事業）
【学校鑑賞事業】

10
fri

＜室内楽への招待＞ ダネル弦楽四重奏団

小

●

Quatuor Danel

11
sat

＜名曲コンサート＞ 前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル

大

●

Maehashi Teiko Violin Recital

16
thu

TAIRIKプロデュース「古澤 巖の品川カルテット」
（２公演）

〈共催〉 大

●

Shinagawa Quartet

18
sat

＜室内楽への招待＞ エベーヌ弦楽四重奏団

小

●

Quatuor Ébène

沼尻竜典オペラ指揮者セミナー VIII 〜『フィガロの結婚』指揮法〜

大

●●

Numajiri Ryusuke Opera Seminar for Conductors VIII
Conducting Le nozze di Figaro by W.A. Mozart

＜オペラへの招待＞
ヴェルディ作曲 歌劇『ファルスタッフ』( 全 3 幕 /イタリア語上演･日本語字幕付 )

中

●●

Invitation to Opera
Falstaff by G. Verdi

＜びわ湖の午後 61＞ 妻屋秀和 バス・リサイタル

小

●

Tsumaya Hidekazu Bass Recital

イタリア声楽曲研修Ⅲ

小

●

Italian Art Song Seminar III

fri

1

〜

sun

15
fri

〜

mon

3

18

23
sat
24
sun

〜

26
tue

大ホール・中ホールは 7月中旬から11月上旬までの間改修工事を行います。

8

9

7

sun

●

BIWAKO HALL Vocal Ensemble
Beautiful Japanese Songs in Maibara

びわ湖ホール声楽アンサンブル第 75 回定期公演
音楽史の小径〜イタリア古典歌曲から辿る〜

小

●

BIWAKO HALL Vocal Ensemble
The 75th Regular Concert

14
wed

＜気軽にクラシック30＞ 中山航介 魅惑の打楽器の世界

小

●

Nakayama Kosuke, percussion

19

びわ湖ホール声楽アンサンブル東京公演 vol.13
音楽史の小径〜イタリア古典歌曲から辿る〜

東京文化

●

BIWAKO HALL Vocal Ensemble
Tokyo Concert vol. 13

24
sat

アンサンブルの楽しみ 〜演奏家のつどい〜 vol.14

小

●

Ensemble is Fun! Vol.14

sun

北村朋幹 20 世紀の邦人ピアノ作品

小

●

Kitamura Tomoki Piano Recital

23
sun

＜大人の楽しみ方 32＞ 和谷泰扶（ハーモニカ）
＆松尾俊介（ギター）

小

●

Watani Yasuo, harmonica and Matsuo Shunsuke, guitar

29
sat

＜室内楽への招待＞ カルテット・アマービレ

小

●

Quartet Amabile

thu

3

＜気軽にクラシック31＞ 津國直樹 ドイツ歌曲 名曲の愉しみ

小

●●

Tsukuni Naoki sings German Lieder

sun

6

＜びわ湖ミュージックフォレスト＞ リード希亜奈＆久末 航 2 台ピアノコンサート

小

●

Reid Kiana & Hisasue Wataru: Two Pianos

13
sun

ハンガリー国立歌劇場来日公演
モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』
（全２幕 /ドイツ語上演・日本語字幕付）

〈共催〉 大

●

The Hungarian State Opera House:
Die Zauberflöte by W.A. Mozart

9

11

文産会館

10
sat

mon

10

びわ湖ホール声楽アンサンブル「美しい日本の歌」米原公演

〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地
TEL（0749）23-3111 FAX（0749）23-3118
URL https://www.heiwado.jp/

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社 叶 匠寿庵

10

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社 平和堂

11

12

2023

1

13
sun

平和堂財団 芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズ vol.25 〜鳩の音楽会 2022 〜

19
sat

びわ湖ホール声楽アンサンブル第 76 回定期公演
（演奏会形式 / 全 1 幕 /イタリア語上演・日本語字幕付）
プッチーニ作曲 歌劇『ジャンニ・スキッキ』

20
sun

●

Peace with Music, Music with Pigion 2022

中

●

BIWAKO HALL Vocal Ensemble
The 76th Regular Concert

坂東玉三郎 お話と素踊り

大

●

Bando Tamasaburo Talks and Dances

23
wed

＜びわ湖の午後 62＞ パスカル・ロジェ ピアノ・リサイタル

小

●

Pascal Rogé Piano Recital

25
fri

ニッセイ名作シリーズ〜県内高校生招待公演
ロッシーニ作曲 歌劇『セビリアの理髪師』

※非公開公演〈共催〉 大

●

Il Barbiere di Siviglia by G. Rossini

26
27
sat
sun

＜沼尻竜典オペラセレクション＞
ロッシーニ作曲 歌劇『セビリアの理髪師』( 全 2 幕 /イタリア語上演・日本語字幕付 )

大

●

Numajiri Ryusuke's Opera Selection
Il Barbiere di Siviglia by G. Rossini

sat

3

びわ湖ホール声楽アンサンブル「美しい日本の歌」

大

●

BIWAKO HALL Vocal Ensemble
Beautiful Japanese Songs

sun

4

野村万作・野村萬斎狂言公演【昼・夜２公演】

中

●

Nomura Mansaku / Nomura Mansai Kyogen

10
sat

KEIBUN 第九 2022 演奏会

〈共催〉 大

●

KEIBUN Beethoven's Ninth Symphony

mon

12

＜気軽にクラシック32＞ 関西弦楽四重奏団 バッハに憧れて

小

●

Kansai String Quartet

17
18
sat
sun

第 41 回滋賀県ピアノコンクール（予選）

25
sun

日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演 vol.15

〈共催〉 大

●

Japan Century Symphony Orchestra
Biwako Subscription Series vol. 15

25
sun

人形劇団京芸「あっちこっちサバンナ」

〈共催〉 中

●

Puppet theatre company Kyougei
Here, There, Savannah

31
sat

びわ湖ホールジルヴェスター・コンサート 2022

大

●

BIWAKO HALL Silvester Concert 2022

15
sun

＜スタインウェイ“ピノ”シリーズ＞vol.8
日本語とうた 〜言葉としての日本語、そして日本のうた〜 山田耕筰と中田喜直

小

●●

Pino Series Japanese Language and Songs:
Yamada Kosaku and Nakata Yoshinao

22
sun

＜気軽にクラシック33＞ 船越亜弥 今届けたい歌

大

●●

Funakoshi Aya Soprano Concert

＜オペラへの招待＞ 林 光作曲 オペラ『森は生きている』
（日本語上演・日本語字幕付）

中

●●

The Twelve Months by Hayashi Hikaru

KAAT 「星の王子さま―サン=テグジュペリからの手紙―」

中

●

KAAT The Little Prince

sun

＜名曲コンサート＞ 華麗なるオーケストラの世界 vol.5
ニコラス・ミルトン指揮 日本センチュリー交響楽団

大

●

Biwako Hall Orchestra Concert vol.5
Nicholas Milton, Japan Century Symphony Orchestra

11
sat

＜気軽にクラシック34＞ 京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル 京都しんふぉにえった

中

●

Kyoto Sinfonietta

18
sat

176 アン・セット・シス（ピアノ・デュオ）

中

●

176 un-sept-six Piano Duo

19
sun

＜大人の楽しみ方 33＞ カンタオールの世界 〜フラメンコ音楽とスペイン語歌曲〜

小

●

Cantor of Flamenco

19
sun

第 41 回滋賀県ピアノコンクール（本選）

大

＜プロデュースオペラ＞ ワーグナー作曲『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
(セミ・ステージ形式 / 全 3 幕 /ドイツ語上演･日本語字幕付 )

大

●

BIWAKO HALL Produce Opera
Die Meistersinger von Nürnberg by R. Wagner

11
sat

湖国新進アーティストによる演奏会「ザ・ファーストリサイタル 2023」

小

●

The First Recital:
featuring Young Artists from Shiga

12
sun

帰ってきたびわ湖ホール四大テノール ウルトラスーパースペシャルゲスト福井 敬

大

●●

Return of BIWAKO SUPER 4 TENORS
with Ultra-Super-Special Guest Fukui Kei

18
sat

舞台技術研修〜人材育成講座〜成果発表公演『シンデレラ』
（音楽劇）

中

●

"Cinderella", results announsement performance of
BIWAKO HALL performing arts study and training,
"human resources development lectureship"

19
sun

マーラー・シリーズ 沼尻竜典 京都市交響楽団

大

●

Mahler Series Symphony No.6

21
tue

子どものための管弦楽教室

大

●

Children's Guide to an Orchestra

二兎社公演 46 日程・演目未定

中

●

Nitosha

26
thu
4

sat

29
sun

〜

5

sun

5

2

2

thu

3

5

sun

〈共催〉 中

41st Shiga Piano Competition
Preliminary Round

草津アミカホール

41st Shiga Piano Competition
Final Round

劇場を貴社の新たな広報・宣伝チャネルとして活用しませんか。
びわ湖ホール オフィシャルスポンサー制度

未来への投資を、
びわ湖ホールとともに。
びわ湖ホールでは、企業のみなさまと、舞台芸術を通じた心豊かな活力

のある社会を生み出すことを目的に、びわ湖ホール オフィシャルスポン

サー制度を設けています。
ブランド力向上や広報手段の新しいカタチとし

て、
ご利用いただけます。

年間を通じて自主事業全体をご支援いただく年間スポンサーと、特定の

自主事業を選んでご支援いただく公演スポンサーの２種類がございます。
詳しくは、法人本部営業部（TEL.077-523-7140）
までお問い合わせ

ください。
びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社 木の家専門店 谷口工務店

11

びわ湖ホール
一般 会員

チケットを便利に早く手に入れたい方

●チケットの優先発売
●チケットの無料郵送

皆様から頂戴したご寄付は基金として大切にお預かりし、
以下の 3 種類の事業に活用しています。（ご寄付の際にお選びいただけます）

●チケットの優待販売
●公演情報の提供 ほか

びわ湖ホール声楽アンサンブルへのご支援

年会費：2,500円（税込）

サポート会員

びわ湖ホール声楽アンサンブルの公演活動やメンバーの人材育成に
関する事業に活用させていただきます。

もっと芸術を楽しみたい方

次世代育成事業へのご支援

●チケットの優先発売 ●チケットの優待販売 ●チケットの無料郵送
●公演情報の提供 ●主催公演にご招待
●ゲネプロ、
リハーサル見学会にご招待 ほか

子どもたちや若者など次世代を対象に、本物の舞台芸術に触れていた
だく機会を提供する自主事業や、新たな観客やアーティストの育成に
関する事業に活用させていただきます。

毎年、びわ湖ホール主催の公演をいくつかご覧になる方は、
サポート会員がお得です！「ご招待対象公演」をお確かめください。

舞台芸術全般へのご支援

年会費：一口につき10,000 円（税込）

特別 会員

舞台芸術基金

〜舞台芸術へのご寄付をお待ちしています〜

幅広く舞台芸術をお楽しみいただける機会を提供するびわ湖ホールの
自主事業全般に活用させていただきます。

びわ湖ホールの諸事業に賛同し、
これを支援してくださる方

■インターネットでお申込み＆クレジットカードによる決済で簡単にお手続
きいただけます。https://www.biwako-hall.or.jp/
■金融機関からもお振込みいただけます。

●メインロビー、情報誌「湖響」、
ホームページ等への会員名掲出
リハーサル見学会にご招待 ほか
●主催公演にご招待 ●ゲネプロ、
プロデュースオペラ等ほとんどの主催公演が「ご招待対象」です。

年会費：一口につき100,000 円（税込）
お問い合わせ

ご入会・お問い合わせ

びわ湖芸術文化財団 法人本部 営業部 077-523-7140

＜一般会員＞＜サポート会員＞について

★1〜3 以外の寄付に関することも承ります。
★びわ湖ホールは公益財団法人として、税額控除対象法人としての証明を受
★びわ湖ホールは公益財団法人として、税額控除対処法人としての証明を受
けています。舞台芸術基金への個人からの寄付金については、確定申告に
より、
「所得控除」または
のどちらか有利な優遇税制がお選び
または「税額控除」
「税額控除」
のどちらか有利な優遇税制がお選び
いただけます。

びわ湖ホールチケットセンター 077-523-7136
＜特別会員＞について

びわ湖芸術文化財団 法人本部 営業部

077-523-7140

年会費
びわ湖ホール
シアターメイツ会員募集中！ 無料
6 歳から18歳ならどなたでも無料で入会できます。

特典

1

シアターメイツ優待公演は

青少年チケット
料金の半額

特典

2

特典

3

シアターメイツ

限定イベント
への参加

にゃんばら先生の

劇場マスターブック
をプレゼント

さらに、有料主催公演に5回来場された方には、スペシャルグッズをプレゼント！

各ページ
マークの
公演がシアターメイツ
優待公演です！
シアターメイツ特別顧問
にゃんばら先生

入会方法はホームページ、はがき またはチケットセンター窓口で必要事項をご記入いただくだけ ! とっても簡単です。
詳しくは、びわ湖ホールホームページをご覧いただくか、びわ湖ホールチケットセンター (077-523-7136)までお問い合わせください。

坂本
比叡山口

京阪
大津京
びわ湖
浜大津

【びわ湖ホールへの交通のご案内】
ぜぜ

〈駐車場のご案内〉

849

●JR 琵琶湖線（東海道本線）
「大津」駅より ●JR 琵琶湖線（東海道本線）
「膳所」駅より
徒歩約 20 分、またはバス湖岸線約 5 分
徒歩約 15 分、または京阪電車のりかえ
台
（大津商工会議所前下車、徒歩約 4 分。
） 「石場」駅より徒歩約 3 分
（24時間営業/有料）

びわ湖ホール

チケット取り扱い チケットセンター
お問い合わせ

077-523-7136

©飯田佳奈子

※料金は税込。
（ ）
内の料金は友の会会員料金。一部公演を除き座
席指定となります。
※記載の内容
（予定キャストを含む）
は2022年２月２１日現在の公演予
定です。今後、公演を追加・変更することもございます。変更に伴う払
戻しは応じかねますのでご了承ください。
※ライブ・アーカイブ配信の実施詳細につきましては、決定次第ホーム
ページ等でお知らせします。
※青少年
（25歳未満）
料金の設定されている公演については、
25歳未
満の方を対象に、
すべての席種を青少年料金で販売いたします。
（一
部公演を除く。）
※U30席は30歳以下、
U24席は24歳以下が対象です
（びわ湖ホール
チケットセンター電話受付および窓口のみの取り扱い）
。公演当日、
入
場時に学生証等年齢のわかるものをご提示ください。
※
印の公演は、
公演当日に残席がある場合に限り、
青
少年
（25歳未満）
の方に、半額で当日券を発売いたします。
（劇場窓
口のみの取り扱い。学生証等年齢のわかるものをご提示ください。）
※セット券、
シアターメイツチケットは、びわ湖ホールチケットセンター
（電話受付・窓口）
のみの取り扱いです。
※主催公演
（一部を除く）
には託児サービスがございます
（要事前申込
み）
。詳しくはびわ湖ホールチケットセンターまでお問い合わせください。
※特別に指定のあるものを除き、6歳未満のお子様はご入場になれません 。
※一部の公演につきましては、
購入いただけるチケット枚数を制限させて
いただく場合がございます。

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜15-1 TEL. 077-523-7133
（代）

10：00〜19：00 ※火曜日休館（休日の場合は翌日） https://www.biwako-hall.or.jp/

facebook.com/biwakohall/

twitter.com/biwakohall

instagram.com/biwakohall/
●インキ：環境配慮型インキ
（植物油インキ or ノンVOCインキ） ●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷

