名曲コンサート

竹澤恭子・宮田 大・田村 響
ピアノ三重奏

世界で活躍する３人がびわ湖ホールに登場。
プログラム前半はソロ演奏による楽器の魅力を
後半は名手が織りなすピアノ三重奏を存分にお楽しみください。

ドビュッシー
ラフマニノフ

『ベルガマスク組曲』より第三曲「月の光」
『幻想的小品集』より第二曲 前奏曲 嬰ハ短調「鐘」 op.3-2

竹澤 恭子

チェロ＆ピアノ
ラフマニノフ

『14の歌曲』より「ヴォカリーズ」 op.34-14
『パガニーニの主題による狂詩曲』 op.43より「第18番変奏」

ヴァイオリン＆ピアノ
ラフマニノフ
チャイコフスキー

ロマンス イ短調
ワルツ・スケルツォ op.34

＊＊＊

ピアノトリオ
チャイコフスキー

ピアノ三重奏曲 イ短調
「偉大な芸術家の思い出に」 op.50

ⓒ松永学

2022

2/6

14:00開演

（13:00開場）※15:45終演予定

滋賀県立芸術劇場
チケット料金
全席指定・税込

びわ湖ホール 大ホール

Ｓ席 3,000（2,500）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

Violin Cello

ピアノ

宮田 大

※( )内はびわ湖ホール友の会会員料金
※６歳未満は入場できません。
託児サービスをご利用ください。

チケット発売日

ⓒM.Yamashiro

（インターネット・チケット受付および電話受付のみ）

お問い合わせ

びわ湖ホールチケットセンター
TEL 077-523-7136 (10:00 〜 19:00)
※火曜日休館、休日の場合は翌日。12/29・30・1/1〜3は休館。
ただしチケットセンターは12/30は電話受付のみ、
12/31は10:00〜17:30営業。 https://www.biwako-hall.or.jp/

託児サービス
対
象／１歳以上６歳未満
利用料金／１公演・お子様１人につき1,000円
開設時間／13:30〜公演終了後30分まで
申込方法／１月30日 までに「びわ湖ホールチケットセンター」へお申し
込みください。TEL.077-523-7136（10:00〜19:00）
主催：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

助成：文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業)｜独立行政法人日本芸術文化振興会

田村 響

Piano

一般：12月４日
（土）
10:00〜
友の会優先：12月２日（木）10:00〜

ⓒ武藤章

名曲コンサート

竹澤恭子・宮田 大・田村 響
ピアノ三重奏

ピアノ

田村 響

ⓒ松永学

Tamura Hibiki

チェロ

宮田 大

Miyata Dai

Takezawa Kyoko

ヴァイオリン

竹澤 恭子

クラシック音楽の名曲をお贈りする“びわ湖ホール名曲コンサート”。
この機会に聴きたい名曲の数々を心ゆくまでご堪能ください。

ⓒ武藤章

ⓒM.Yamashiro

桐朋女子高校音楽科在学中に第51回日本音楽コン

2009年、ロストロポーヴィチ国際チェロコンクールにおい

2007年ロン・ティボー国際コンクールにおいて弱冠

クール第１位。1986年インディアナポリス国際ヴァ

て、日本人として初めて優勝。これまでに参加した全ての

20歳で第1位に輝き、一躍世界に注目される。ザル

イオリン・コンクールで優勝。以降、ニューヨーク・

コンクールで優勝を果たしている。その圧倒的な演奏は、

ツブルク・モーツァルテウム音楽大学、大阪音楽大

フィル、ボストン響、ロイヤル・コンセルトヘボウ管と

作曲家や共演者からの支持が厚く、世界的指揮者・小澤征

学大学院修了。これまでに、ケルン放送響、Ｎ響、読

の共演など世界の檜舞台で活躍。2014年には東フィ

爾にも絶賛され、日本を代表するチェリストとして国際的

響、都響、新日本フィル、日本フィル、名古屋フィル、

ル100周年記念ワールドツアーのソリストを務めた。

な活動を繰り広げ ている。トーマス・ダウスゴー指 揮、

京響、大阪フィル等と共演。日本各地でリサイタル活

室内楽でもリサイタルの他、水戸室内管弦楽団、セイ

B B C スコッティッシュ交 響 楽 団との 共 演による「エル

動を活発に行うほか、室内楽にも積極的に取り組ん

ジオザワ松本フェスティバルにも参加。しいきアルゲ

ガー：チェロ協奏曲」の欧米盤が、欧州のクラシック界にお

でおり、宮田大、三浦文彰らと共演。深谷直仁、清水

リッチハウスのレジデント・アーティストを務めるな

ける権威のある賞の一つ「OPUS KLASSIK賞2021」を受

皇樹、クラウディオ・ソアレス、クリストフ・リースケ

ど幅広く活躍。使用楽器は、1724年製アントニオ・

賞するなど、海外からの評価も高まっている。スイスのジュ

の各氏に師事。2006年出光音楽賞、2009年ホテル

ストラディヴァリウス。

ネーヴ音楽院卒業、ドイツのクロンベルク・アカデミー修

オークラ音楽賞、2015年文化庁芸術祭音楽部門新

現在、東京音楽大学教授、桐朋学園大学特任教授。

了。使用楽器は、上野製薬株式会社より貸与された1698

人賞等、受賞多数。京都市立芸術大学専任講師。

年製A. ストラディヴァリウス“Cholmondeley”である。

■チケット料金【全席指定・税込】
Ｓ席 3,000（2,500）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
＊（

）内はびわ湖ホール友の会会員料金

■チケット取扱い

びわ湖ホールチケットセンター TEL.077-523-7136（10:00〜19:00）
※火曜日休館、休日の場合は翌日。12/29・30・1/1〜3は休館。ただしチケットセンターは
12/30は電話受付のみ、12/31は10:00〜17:30営業。

インターネット受付 https://www.biwako-hall.or.jp/

チケットぴあ
ローソンチケット
e+
（イープラス）

●6歳未満のお子様はご入場になれません。託児サービスがござい
ます。詳しくは表面をご 覧ください。●お申し込みいただいたチ
ケットのキャンセル・変更はできません。●チケットのお申し込み
後、ご 案内の期 限までに所 定の 手続きをされなかった場 合はチ
ケットの販売・引き渡しをお断りします。●友の会優先発売期間中
の窓口販売はございません。●曲目・出演者等は変更になることが
ございます。予めご了承ください。●テレコイル機能の付いた補聴
器や人工内耳を使用されている方は、テレコイルモードに切り替え
るとヒアリングループを利用した音声をお楽しみいただけます。

https://t.pia.jp/【Ｐコード 193-953】
https://l-tike.com/【Ｌコード 53781】
https://eplus.jp/【座席選択サービスあり】

ご来場される方へのお願い
●滋賀県のガイドラインに基づいた客席数のチケッ
トを販売します。
●来館時は必ずマスクを着用ください。
●館内に手指消毒用アルコールを設置していますの
で、ご利用ください。
●発熱・体調不良の場合は、来館をお控えください。
●入場時には体温チェックを実施します。37.5度以
上の発熱がある方は入場をお断りいたします。入
場までにお時間がかかることが予想されますの
で、十分な余裕をもってお越しください。

大ホールは、
24分間で空気完全入替
その他、万全の感染対策実施
バス運行のお知らせ
■びわ湖ホール JR大津駅
運行時間／終演後随時
■運賃

大人210円
小人110円

（2021年11月12日現在）

シアターメイツ
会員募集
入会金・年会費無料
6歳以上18歳以下の方
ならどなたでも入会で
きます。優 待対 象公演
を青少年料金の半 額
で ご 覧 い た だ ける な
ど 、特 典 が いっぱ い！
詳しくはびわ湖ホール
のホームページをご 覧
ください。

シアターメイツ
特別顧問
にゃんばら先生
©飯田佳奈子

https://www.biwako-hall.or.jp/

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
以下についてご理解、
ご協力をお願い申し上げます。
●入場時等は一定の距離を保ってお並びください。
開演前、休憩時間では極力会話をお控えくださ
い。
●プログラムなどの配布物は所定の位置に設置しま
すので、ご自身でお取りください。
●スタッフも全員マスクを着用し、極力声を出さない
ようにいたします。また、フェイスシールドや手袋
を着用する場合もございます。
●クロークは利用できませんので、お手荷物を少な
くしてご来場ください。

●出演者への差し入れ・面会はお控えください。ま
た、出演者によるお見送り等はございません。
●万が一、公演後に感染症を発症された方がいらっ
しゃった場合は、保健所等の公的機関に求められ
た場合に限り、チケット購入者の名簿を提出いた
します。
●感染予防対策をはじめ、やむを得ない事情によ
り、出演者や曲目、当日の対応等に変更が生じる
可能性がございます。

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜15番1号
TEL 077-523-7133（代）https://www.biwako-hall.or.jp/

【びわ湖ホールへの交通のご案内】

●ＪＲ琵琶湖線（東海道本線）
「大津」駅より徒歩約20分、
またはバス湖岸線約５分（大津商工会議所前下車。徒歩約４分）
ぜぜ

●ＪＲ琵琶湖線（東海道本線）
「膳所」駅より徒歩約15分、
または京阪電車のりかえ「石場」駅より徒歩約３分

《駐車場のご案内》
有料 849 台 24時間営業

料金：４時間まで毎時210円、４時間以降毎時110円

