
携帯電話、スマートフォン（iPhone標準ブラウザ、Android標準ブラウザ）からもチケットをご購入いただけます。
詳しい推奨環境に関する表示はhttp://www2.biwako-hall.or.jp/mobile/env.html/に記載しております。
携帯電話、スマートフォンの方はhttps://www2.biwako-hall.or.jp/eticket_mobile/をご利用ください。
※パソコンにて登録されたユーザーID、パスワードはそのままお使いいただけます。

（10:00～19:00／火曜休館※休日の場合は翌日） （10:00～19:00／火曜休館※休日の場合は翌日）

チケットセンター
TEL.077（523）7136

インターネット予約

電話予約 窓口販売

チケットのお求めはお早めにどうぞ。

Ticket

2階チケットセンター

http://www.biwako-hall.or.jp
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びわ湖ホール発・舞台芸術情報紙

No.63
Feb.2015

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社 叶 匠壽庵 びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

〈アクセス〉
大阪から新快速で約40分、京都から約10分
名古屋から新幹線／京都駅のりかえで約60分

《駐車場のご案内》

　新たなラ・フォル・ジュルネ第1回の共通テーマは
「PASSIONS（パシオン）」です。
「PASSIONS」という言葉から皆さまは何を連想され
ますか？
　私にとって「PASSIONS」は、何よりも魂の奥底から
放たれる強い感情です。それは必ずしも外に激しく表
出されるものだけではありません。たとえば日本の映画
でしばしば見られるような、慎ましく抑えたたたずまい
のなかにも感じとれることがあるからです。
　ルネサンスから現代まで、音楽の長い歴史のなかで

「PASSIONS」はどのように表現されてきたのでしょう？ 作曲家たちは、人間の
生の営みや魂、感情といった、言葉では言い表せぬものをどのように音楽化して
きたのでしょうか？
　ラ・フォル・ジュルネびわ湖では、「PASSIONS パシオン・バロック～バッハ
とヘンデル～」をテーマにかかげ、バロック音楽の二大巨匠バッハとヘンデルの
作品を中心に、宗教曲と世俗曲それぞれの、抑えようとしても魂の奥底からあふ
れ出てくる「パシオン」を表現した音楽をご紹介します。

ご存知“音楽の父”バッハは、しかめっ面をした肖像画と教
会の儀式のための音楽がとても有名なため、近寄りがた
いカタブツのイメージもありますが、当時ヨーロッパの都
市で流行していたコーヒーハウスなど、まちなかで気軽に
楽しめる音楽もたくさん作曲しています。バッハが活躍し
た時代は、主に宮廷や教会で演奏されていた音楽が、誰
でも気軽に楽しめる音楽へと変わっていった時代でした。

バッハ

J.S.バッハと同年生まれのヘンデルは、ドイツ人ですが、イ
ギリスで長く活躍しました。イギリス王ジョージⅠ世がテム
ズ川で開いた饗宴のために作曲された「水上の音楽」は、
びわ湖のほとりで聴くのにぴったり。他にも「ハレルヤ・
コーラス」や表彰式で流れる「得賞歌」など、誰でも知って
いるメロディをたくさん作曲しました。

ヘンデル

Johann Sebastian Bach

Georg Friedrich Händel

1995年、フランス北西部の港町ナントで誕生したクラシック音楽祭。
クラシック音楽の常識を覆すユニークなコンセプトに貫かれ、「ラ・フォル・ジュルネ＝熱狂の日」
のネーミングそのまま、ヨーロッパの数ある音楽祭のなかで最もエキサイティングな展開を見
せています。毎年テーマとなる作曲家やジャンルを設定し、一流の演奏を１公演約45分かつ低
料金で提供してきました。日本へは、2005年東京に初上陸し、びわ湖ホールでは2010年から
始まり、街に音楽があふれました。
昨年、東京で10回目、びわ湖ホールで5回目の開催を終え、ひとつの区切りを迎えたこの音楽
祭は、常に「冒険と驚きに満ちた音楽祭」であり続けるために、今年から新たな一歩を歩み始め
ます。これまで、作曲家や時代、都市などのクラシック音楽の文脈に沿ったテーマでしたが、今年
は時代や地域を越えた、より普遍的なテーマで音楽祭を盛り上げます。
共通テーマは「PASSIONS（パシオン）」です。

次号、湖響No.64は6月20日発行予定。お楽しみに！

テーマ／ショパンとモーツァルト
公演数61（有料14、無料29、キッズ18）

テーマ／ウィーンとベートーヴェン
公演数68（有料18、無料26、キッズ24）

テーマ／サクル・リュス（ロシアの祭典）
公演数110（有料19、無料26、キッズ65）

テーマ／ウィーンとプラハ
～音楽の都へ～
公演数129（有料23、無料38、キッズ68）

テーマ／至福の時
～19世紀からのフランスとスペインの音楽～
公演数125（有料21、無料33、キッズ71）

５年間の延べ入場者数16万3千人！

ラ・フォル・ジュルネとは？

聴きどころ・見どころ♪

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

今年はホールの眼前に広がる琵琶湖にも会場を拡大。遊覧船「ミシガ
ン」で船上コンサートを行います。春の暖かい陽ざしのなかで爽やか
な風に吹かれて、美しい音楽をお楽しみください。

毎年大好評、チケット完売間違いなし！の「０歳児からのコンサート」
を今年も４公演ご用意しました。ヴァイオリンやチェロなどの弦楽器や、
打楽器パフォーマンス、オーケストラの音楽をカラダで感じられるプ
ログラムを家族みんなで楽しんで！また、にゃんばら先生のキッズプラ
ザでも盛りだくさんのプログラムをご用意！

国内4都市で開催しているLFJ
ですが、びわ湖ホールだけのオ
リジナル企画も楽しみ！毎年
恒例の〈四大テノール〉や、日
本合唱音楽の重鎮 田中信昭
を迎えて贈る〈びわ湖ホール
声楽アンサンブル〉の歌声に
ご期待ください。

また、〈書道と音楽のコラボレーション〉はサ
クソフォン四重奏によるバッハやヘンデルの
音楽にのせてお届けします。

名曲といえども生ではなかなか
聴けない作品も多いもの。ハンガ
リーの古都に拠点を置くオーケ
ストラ、コンチェルト･ブダペスト
が、同国を代表するピアニスト 
デジュ･ラーンキとその妻、息子と共演するバッハの
「３台のピアノのための協奏曲」は聴き逃せません。ま
た、オルガンの名曲を管弦楽に編曲した「トッカータ
とフーガ」や、ヘンデルの「水上の音楽」を大阪フィル
ハーモニー交響楽団でお贈りします。

アーティスティック・ディレクター
ルネ・マルタン

※２歳以下のお子様は、18歳以上の保護者のひざ上鑑賞が無料（保護者1名につきお子様1名まで）。

の魅力1公演約45分！いくつものプログラムを気軽にハシゴできる！
一流の演奏が低料金で楽しめる！無料イベント、
キッズプログラムもいっぱい！子どもから大人までだれもが楽しめる！
街全体に音楽があふれ、「お祭り」ムード一色に！

○ｃ飯田佳奈子

びわ湖ホールシアターメイツ特別顧問にゃんばら先生

3月1日日10：00～ 
チケット

一般発売開始！
湖上公演が初登場

！

今年も０歳～
       みんなで音楽

を楽しもう！
ゼロ

バロック音楽の二大巨匠

5月2日  ・3日　 開催土 日・祝 http://lfjb.biwako-hall.or.jpLFJ公式サイト

フランス発クラシック音楽の祭典

今年のテーマ PASSIONS パシオン・バロック ～バッハとヘンデル～　

ＬＦＪならではの選
曲の妙！

デジュ・ラーンキ

びわ湖ホール
声楽アンサンブル

びわ湖ホール
オリジナル・プログ

ラムも充実！

コンチェルト・ブダペスト

琵琶湖 びわ湖ホール
大津港
のりば 琵琶湖文化館

びわ湖ホールバス停
琵琶湖ホテル なぎさ通り

なぎさのテラス

県警本部

島ノ関駅

浜大津駅

石場駅

京阪電車

京阪膳所駅

大津駅バス停 県庁

ホテル
ブルーレーク大津

ホテルテトラ大津 国道1号

大津パルコ

びわ湖ホール
駐車場

西武大津
ショッピングセンター

大津プリンス
ホテル

ピアザ淡海
（滋賀県立県民交流センター）

県道大津草津線

ＪＲ琵琶湖線

名神高速道路

（名神大津ICより車で約5分）

ぜ   ぜ

JR大津駅 JR膳所駅
ぜ　ぜ

大津IC

コラボしが21

大津商工
会議所前バス停

ＮＨＫ



※チケット料金は消費税込の価格を表示。　※（　）内は友の会会員料金。
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「びわ湖ホール友の会」会員募集中

大阪から新快速で約40分、京都から約10分

TEL.077‒523‒7140広報マーケティング部特別会員 お問い合わせ

びわ湖ホールの舞台芸術に関する諸事業に賛同し、これを支援してくださる方々です。
主催公演へのご招待 ゲネプロにご招待チケット優先予約

◎メインロビーへの企業名掲示  ◎びわ湖ホールHP、「湖響」への企業名等掲載およびリンク敷設
◎びわ湖大花火大会観覧ご招待など

年会費
一口につき 100,000円‐

詳しくはホームページをご覧ください。※サポート会員の特典もすべてご利用いただけます。
チケットの優先・優待販売や無料郵送、公演情報のご案内、
館内レストランサービス、提携ホテルの利用割引などの特典・
サービスをご提供いたします。
[一般会員]年会費2,500円（税込）
[クレジット一般会員]年会費2,379円（クレジットカード年会費1,350円含・税込） 年会費　一口につき10,000円（税込）

一般会員 サポート会員 TEL.077‒523‒7136
びわ湖ホールチケットセンターお問い合わせ

TEL.077‒523‒7136
びわ湖ホールチケットセンターお問い合わせ

一般会員のサービスに加え、主催公演へのご招待やオペラ
公演のゲネプロにご招待など、お得にお楽しみいただけます。

《特別会員》のみなさま 株式会社秋村組/アサヒグループホールディングス株式会社/綾羽株式会社/新木産業株式会社/一圓テクノス株式会
社/いなみ矯正歯科/上原恵美/株式会社栄光社/エールコーポレーション株式会社/SMBC日興証券株式会社大津支

店/株式会社エスサーフ/NTT西日本滋賀支店/大津板紙株式会社/大津プリンスホテル/株式会社奥田工務店/オプテックス株式会社/オリックス・ファシリティーズ株式会
社滋賀支店/株式会社関西アーバン銀行/木村水産株式会社/京セラ株式会社/株式会社京都銀行/京都信用金庫滋賀本部/京都橘大学/京都中央信用金庫/株式会
社京都西川/株式会社京都ホテル/株式会社キントー/京滋舞台芸術事業協同組合/甲賀高分子株式会社/株式会社コングレ/さざなみ法律事務所/株式会社佐藤総合
計画関西事務所/三精テクノロジーズ株式会社/株式会社しがぎん経済文化センター/株式会社滋賀銀行/滋賀近交運輸倉庫株式会社/滋賀県産業振興協同組合/滋賀
県信用金庫協会/株式会社滋賀富士通ソフトウェア/滋賀ヤサカ自動車株式会社/株式会社自然総研/株式会社JＥＵＧＩＡ/公益財団法人秀明文化財団/株式会社昭和
バルブ製作所/成安造形大学/瀬田医院/綜合警備保障株式会社滋賀支社/株式会社そごう・西武 西武大津店/損害保険ジャパン日本興亜株式会社滋賀支店/ダイハツ
工業株式会社滋賀（竜王）工場/ダイワエレクス株式会社/大和証券株式会社京都支店/髙田紘一/たねやグループ/ちばレディースクリニック/株式会社ＤＧコミュニケーショ
ンズ/thymos/株式会社天下一品/東京海上日動火災保険株式会社滋賀支店/株式会社西浦商店/日新製薬株式会社/日新薬品工業株式会社/株式会社ニッセイコム/
日本観光開発株式会社/日本生命保険相互会社/日本ソフト開発株式会社/日本メンテナンス株式会社/日本メンテナンス株式会社大津支店/野村證券株式会社大津支
店/長谷川公認会計士事務所/パナソニックESエンジニアリング株式会社近畿支店/株式会社パルコ大津店/公益財団法人ハン六文化振興財団/BSCウォータースポー
ツセンター/株式会社日立建機ティエラ/琵琶湖汽船株式会社/びわ湖放送株式会社/株式会社琵琶湖ホテル/株式会社平和堂/ホテルテトラ大津/ホテルブルーレーク大
津/株式会社松村電機製作所関西支店/株式会社みずほ銀行/三菱樹脂株式会社/三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社/株式会社村田製作所野洲事業所/明
治安田生命保険相互会社滋賀支社/ヤマハサウンドシステム株式会社大阪営業所/ロマン楽器株式会社/株式会社ワコール （五十音順・敬称略・一部非掲載／2015年2月3日現在）

S席16,000（15,000）円　A席13,000（12,000）円
B席10,000（9,000）円　C席8,000（7,000）円
D席5,000円　E席3,000円

楽聖と呼ばれたベートーヴェンが残した珠玉のピアノ・ソナタ全32曲を、
旬のピアニストたちが演奏する、沼尻竜典芸術監督監修によるシリーズ。
これまで、浜松国際ピアノコンクールで優勝したイリヤ・ラシュコフスキー
や、ベルリンを拠点に活躍する若手実力派 北村朋幹などが登場し、いよ
いよ全10回のシリーズ完結！

世界的パフォーマンス・グループ“ダムタイプ”の創設メンバー 高谷史郎を
中心としたクリエイション・チームによる新作。びわ湖ホールとル・ヴォルカ
ン国立舞台、ダムタイプオフィスの国際共同制作でお贈りします。

作曲家としての顔も持つ沼尻竜典、初のオペラ作品。日本最古の文学
作品を、原作に忠実に、耳なじみよく親しみやすい音楽で綴ります。

トロイ戦争のさなか、トロイラスとクレシダの愛の破局と英雄ヘクターの栄
枯盛衰を描いた、シェイクスピアの問題作を豪華キャストでお贈りします！

沼尻竜典作曲

歌劇『竹取物語』
沼尻竜典作曲

歌劇『竹取物語』
沼尻竜典作曲

歌劇『竹取物語』

『トロイラスとクレシダ』『トロイラスとクレシダ』『トロイラスとクレシダ』

沼尻竜典オペラセレクション

ジルヴェスター・コンサート
2015-2016
ジルヴェスター・コンサート
2015-2016
ジルヴェスター・コンサート
2015-2016

（全３幕）（全３幕）（全３幕）

ワーグナー作曲

歌劇『さまよえるオランダ人』
ワーグナー作曲

歌劇『さまよえるオランダ人』
ワーグナー作曲

歌劇『さまよえるオランダ人』
（全３幕）（全３幕）（全３幕）

（全４幕）（全４幕）（全４幕）

びわ湖ホールプロデュースオペラ

モーツァルト作曲

歌劇『フィガロの結婚』
モーツァルト作曲

歌劇『フィガロの結婚』
モーツァルト作曲

歌劇『フィガロの結婚』

オペラへの招待

マリインスキー劇場で真価が認
められ、愛され続け、今やバレエ
の代名詞となった『白鳥の湖』。
セルゲーエフ版は最も伝統的
な正統派の振付。それでいて
見るたびに新鮮な発見があ
り、古典の普遍性を感じる作
品です。

チケット

チケット

幸田浩子

ソニン

浦井健治

○ｃRYOICHI ARATANI

沼尻竜典

ストーリー

○ｃ瀬戸秀美

呪われたオランダ人船長を救う永遠の愛の物語。

不朽の名作を園田隆一郎指揮、岩田達宗演出で躍動感あふれる舞台に！

湖で白鳥に変えられた娘たちに出会った王子は、美しい
オデット姫に惹かれる。娘たちの呪いを解く方法は、誰も

愛したことのない男性に愛を誓われること。王子は明日の舞踏会
にオデットを誘う。しかし、舞踏会にはオデット姫そっくりの悪魔
ロットバルトの娘オディールが現われ、王子は彼女を花嫁に選ん
でしまう。気づいた王子は嘆き、ロットバルトに決闘を挑むが…。

マリインスキー・バレエ

『白鳥の湖』（全3幕）
マリインスキー・バレエ

『白鳥の湖』（全3幕）
マリインスキー・バレエ

『白鳥の湖』（全3幕）

ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ・ツィクルス
～俺のベートーヴェン～

ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ・ツィクルス
～俺のベートーヴェン～

ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ・ツィクルス
～俺のベートーヴェン～

アンデルセンの「人魚姫」を題材に、水の精の娘と
人間の王子の美しい愛を描いた名作オペラ。

ステージも客席も一体になって新年を迎える
カウントダウンコンサート。びわ湖ホールで華やかな年越しを。

青少年割引当日券

6月26日（金）友の会優先発売
6月28日（日）一般発売チケット 5月14日（木）友の会優先発売　5月16日（土）一般発売

11月23日（月・祝） 15：00開演［大ホール］

S席8,000（7,500）円　A席6,000（5,500）円
８月23日（日） 15：00開演［中ホール］

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ピアノ：渡辺治子
[曲目]
廣瀬量平：海の詩
寺嶋陸也編曲：混声合唱のための宮崎駿アニメ名曲集「さくらんぼの実る頃」 ほか

チケット
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

9月3日（木）友の会優先発売　9月5日（土）一般発売

2016年2月6日（土） 14：00開演［小ホール］

青少年割引当日券

S席16,000（15,000）円　A席13,000（12,000）円
B席11,000（10,000）円　C席9,000（8,000）円
D席7,000円　E席5,000円　U30席3,000円　U24席2,000円
２公演セット券（S席のみ）30,000（28,000）円
チケット １0月2日（金）友の会優先発売　10月4日（日）一般発売

2016年3月5日（土） ・6日（日）
14：00開演［大ホール］

アーティスティック・ディレクション：高谷史郎
出演：鶴田真由、オリビエ・バルザリーニ、平井優子、薮内美佐子　ほか

一般4,500（4,000）円　青少年（25歳未満）3,000円 チケット 10月8日（木）友の会優先発売　10月10日（土）一般発売
2016年1月23日（土） ・24日（日）  14:00開演［中ホール］

ドイツ語上演･日本語字幕付

イタリア語上演・日本語字幕付

高谷史郎新作パフォーマンス高谷史郎新作パフォーマンス高谷史郎新作パフォーマンス

各公演一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ750円　4公演セット券10,000円 チケット 5月28日（木）友の会優先発売　5月30日（土）一般発売

作：W.シェイクスピア　翻訳：小田島雄志　
演出：鵜山 仁
出演：浦井健治、ソニン、岡本健一、渡辺 徹、今井朋彦、吉田栄作　ほか

チケット

SS席（限定40席）12,000（11,000）円　S席10,000（9,000）円
A席8,000（7,000）円　青少年（25歳未満）S・A席6,000円
シアターメイツS・A席3,000円

2月19日（木）友の会優先発売　2月21日（土）一般発売

8月8日（土）・9日（日） 14：00開演［中ホール］

日本初！
舞台上演

管弦楽：マリインスキー劇場管弦楽団

６年ぶりに
帰ってくる！

日本語上演･日本語字幕付

一般4,000円　青少年（25歳未満）2,000円
シアターメイツ1,000円

SS席8,000（7,500）円　S席6,500（6,000）円　A席5,000（4,500）円
B席4,000円　C席3,000円　青少年（25歳未満）S～C席1,500円

7月2日（木）友の会優先発売　7月4日（土）一般発売

チケット 10月1日（木）友の会優先発売　10月3日（土）一般発売

12月12日（土） ・13日（日）
14：00開演［中ホール］

12月31日（木）  22:00開演[大ホール]

びわ湖ホール声楽アンサンブル

【青少年割引当日券の販売】　　　　　　　　 がある公演は、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。S～E席のみ。U30・U24席は除く。※劇場窓口のみ取扱い。学生証など
年齢のわかるものをご提示ください。

青少年割引当日券

【U30席(30歳以下)・U24席(24歳以下)／シアターメイツ優待公演 　　 】
U30席・U24席／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のみの取扱い（電話・窓口のみ）。

2012年『CHROMA』より

○ｃ武藤章

日本語上演･日本語字幕付

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　演出：栗山昌良
出演：幸田浩子、永井和子、与那城 敬　ほか　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

青少年割引当日券

子どもも一緒に
楽しめる

歌劇『ルサルカ』歌劇『ルサルカ』歌劇『ルサルカ』
ドヴォルザーク作曲ドヴォルザーク作曲ドヴォルザーク作曲
オペラへの招待

第15回ショパン国際ピアノコンクール第4位。
天性のリズムと圧倒的な情感、気鋭のピアニスト。

ロン･ティボー国際コンクールにおいて弱冠20歳
で第１位に輝いた俊英ピアニスト。

「俺のベートーヴェン」シリーズの掉尾を飾るに
ふさわしい、楽壇の重鎮の登場。

滋賀県出身、フランス国立リヨン高等音楽院
大学院修了。2003年滋賀県文化奨励賞受賞。

関本昌平
第7回

[曲目]
ピアノ・ソナタ
第4番、第19番
第26番「告別」

9月21日（月・祝）
14：00開演［小ホール］

田村 響
第8回

[曲目]
ピアノ・ソナタ
第6番、第8番「悲愴」
第16番、第20番

10月17日（土）
14：00開演［小ホール］

稲垣 聡
第9回

[曲目]
ピアノ・ソナタ
第1番、第2番
第12番「葬送」

11月21日（土）
14：00開演［小ホール］

野平一郎
第10回

[曲目]
ピアノ・ソナタ第22番
第25番「かっこう」
第32番

12月6日（日）
14：00開演［小ホール］

指揮：沼尻竜典　演出：ミヒャエル・ハンぺ　出演：青山 貴　ほか　管弦楽：京都市交響楽団

出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

コンドルズとは…
NHK連続テレビ小説「てっぱん！」や
「サラリーマンNEO」等で活躍し、
学ラン姿で踊る男性ダンス集団。

ミヒャエル・ハンぺ

コンドルズ

「GIGANT～ギガント～」
コンドルズ

「GIGANT～ギガント～」
コンドルズ

「GIGANT～ギガント～」

チケット

一般5,000円　青少年（25歳未満）3,000円

発売日未定

2016年2月13日（土）
14:00開演［中ホール］

チケット

一般4,000円　青少年（25歳未満）2,000円
10月30日（金）友の会優先発売　11月1日（日）一般発売

2016年3月26日（土）・27日（日） 14:00開演[中ホール]

ガリバー旅行記
がモチーフ

○ｃHARU

びわ湖ホール2015おすすめ公演
ワーグナー
初期の傑作

びわ湖ホール声楽アンサンブル
第60回定期公演

日本合唱音楽の
古典Ⅳ

びわ湖ホール声楽アンサンブル
第60回定期公演

日本合唱音楽の
古典Ⅳ

びわ湖ホール声楽アンサンブル
第60回定期公演

日本合唱音楽の
古典Ⅳ

No.63 February.2015びわ湖ホール発・舞台芸術情報紙 Kokyo

指揮：大勝秀也
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

日本初演！

60回記念!!


