
○ｃ奥村和泰

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

沼尻竜典が聞く！野平 一郎のベートーヴェン
沼尻／ツィクルスの大トリをお引き受けいただき、ありがとうございます。べートーヴェンといえば「楽聖」

のイメージですが、野平さんにとってはどのような存在でしょう？
野平／1970年代に僕がベートーヴェンの勉強を始めた頃、日本は生誕200年で盛り上がっていたけれど、

むしろ欧米では「神聖さ」に対して少し否定的なことを言う人たちが出て来たりしていて、僕は少し
そういうムーヴメントの影響も受けました。演奏も、昔の巨匠のスタイルではない、例えばグールド
の演奏に魅かれたり。今はまた考えも変わっていますが。

沼尻／もしベートーヴェンと飲みに行けたら、聞きたいことはありますか？
野平／一番に聞きたいのは楽器のことですね。果たして彼は、彼の時代のピアノに満足していたか。今回僕

が弾く22番を書いていた頃は、彼はそれまで使っていたウィーン式の軽い楽器ではなく、エラール
のピアノを使っています。ですからそれまでの作品と作風も若干違うんですよね。だけどその後また
元の楽器に戻っている。どんなところに不満があったのだろうと考えてしまいますが、彼の作品には
現代のピアノの性能を見越して書いているようなところがあるので、もしかしたら自分の時代の楽器
にはそれほど興味が無かったのではないでしょうか。ただ現代のピアノと比べると、ベートーヴェン

の時代のピアノの方が、不協和な響きがより印象的に出て来る傾向があるので、現代の我々にはどうしたらその響きを十分に引き出せるの
か、という問題が逆に起こります。

沼尻／彼の作品を弾いていて浮かんで来る、彼の人物像はどうですか？
野平／ものすごく真面目な人だったと思います。天性の能力で作品を書いたモーツァルトやシューベルトとは明

らかに違うタイプ。最近、彼が理論を学習していた頃のノートが出版されましたが、とにかく「きちんと
した人」という感じがする。甥っ子の面倒もみたり、しっかり社会的にも責任を果たそうとしていました。

沼尻／もし野平さんが最後のリサイタルをやるとしたら、やはりベートーヴェンは入りますよね？
野平／「無人島に持って行く一枚」を聞かれたらバッハの「平均律ピアノ曲集」なんですけど、最後に演奏する

となったらやはりベートーヴェンの、それも29番以降のソナタでしょうか。あと「ディアベリの主題に
よる変奏曲」とか。

沼尻／作曲家でもいらっしゃる野平さんの立場としては、やはりこれらは「上手く書けているな」という感じな
のでしょうか。

野平／上手く書けているとかどうかというより、もうそんなものを超越したところに音楽があるという感じがし
ますね。書いた本人にも「凄いものを書こう」という野心などすでに無く、あるのは曲の持つ神々しさ
だけ。その境地に自分がいかに近づけるかが、演奏する側にとっての課題です。

沼尻／楽しみにしています。ありがとうございました。

これまでのツィクルスで取り上げてきた、それぞれに特徴的なピアノ・ソナタを通じて「ベートーヴェン」という大音楽家、或いは一人の人間について、新しい発見が
あったのではないでしょうか。彼については、長い年月にわたり特に多くの音楽学者や演奏家によって、日々研究がなされ、その結果としておびただしい数の書籍や
楽譜が出版されています。さらに現代では、パソコンやスマートフォンなどを使えば「いつでも・どこでも」世界中のデータ（もちろん演奏にも！）にアクセスすることが
できますし、発信することも可能です。このような環境ですので、もしかすると、「友人のことのように、ベートーヴェンのことを良く知っている」という人も、少なからず
いらっしゃるかも知れません。
しかし、この有名なベートーヴェンですら、例えば彼の「不滅の恋人」が誰であったのかというように、まだまだ分かっていないことも沢山あります。ベートーヴェン ピ
アノ・ソナタ・ツィクルスは間もなく「最終章」を迎えますが、このシリーズでの「新たな発見」をスタートに、これからは皆さま一人ひとりの視点で、ベートーヴェンとそ
の作品そしてピアノ音楽という大きな歴史を見つめていっていただければと思います。

ピアノ・ソナタシリーズ、ついに完結！

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。

インターネット予約

チケットのお求めはお早めにどうぞ。

https://www.biwako-hall.or.jp
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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
電話予約

10：00～19：00／火曜休館 ※休日の場合は翌日

窓口販売
Ticket

2階チケットセンター

〈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》
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次号、湖響No.66は10月20日発行予定。お楽しみに！

　ベートーヴェンは、５７年の生涯で３２曲のピアノ･ソナタを作曲しました。びわ湖ホールでは、この３２曲のソ
ナタを１０人のピアニストが弾き継ぐ「ベートーヴェン ピアノ･ソナタ･ツィクルス」を、全１０回、３年に渡って開
催しています。
　ベートーヴェンが２０代から５０代まで、約３０年の間に書き続けたそのすべての作品には、決して平坦では
なかった彼の生きざまが克明に、鮮烈に刻まれています。それゆえに、この作品群を前にしたすべてのピア
ニストは、ベートーヴェンの生涯に思いを馳せ、翻って音楽に向かい合う己の姿を顧みずにはいられないの
でしょう。
　このシリーズでは、曲目解説の執筆をピアニストご本人にお願いし、ベートーヴェン、そしてその作品に対
する思いを綴っていただきました。これまでに登場した6人のピアニストには6通りの「俺のベートーヴェン」
像がありました。おそらく100人のピアニストには100通りの「俺のベートーヴェン」があることでしょう。すべ
てのピアニストにとって、この作品群が決して避けて通ることのできない「聖なる山のような存在」（第１回公
演イリーナ・メジューエワさんによるプログラム･ノートより）であることが改めて感じられます。
　このシリーズの出演者には女性を含んでいますが、その演奏家ならではの「独自性」や「こだわり」を象徴
する言葉として、シリーズ・タイトルに「俺の」という表現を用いました。
　沼尻芸術監督が厳選したピアニストたちが、渾身の演奏で表現する「俺のベートーヴェン」。「聖なる山」
に至る道を、４人のピアニストとともに踏みしめてみませんか？

関本昌平

［曲目］ピアノ・ソナタ第4番、第19番、
 第26番「告別」 ほか
9月21日（月・祝） 14：00開演［小ホール］

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。

7
田村 響

［曲目］ピアノ・ソナタ第6番、第8番「悲愴」
 第16番、第20番 ほか
10月17日（土）14：00開演［小ホール］

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。

8
稲垣 聡

［曲目］ピアノ・ソナタ第1番、第2番
 第12番「葬送」 ほか
11月21日（土）14：00開演［小ホール］

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。

9
野平一郎

［曲目］ピアノ・ソナタ第22番
 第25番「かっこう」、第32番 ほか
12月6日（日）14：00開演［小ホール］

10
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野平　一郎
第10回出演

俺のベートーヴェン

○ｃ武藤章

1st

11.9
Mon

2013

2nd

3.1
SAT

2014

第1回
イリーナ・
メジューエワ

第2回
松本和将

第3回
上野 真

第4回
イリヤ・
ラシュコフスキー

第5回
北村 朋幹

沼尻 竜典
聞き手/びわ湖ホール芸術監督

○ｃRYOICHI ARATANI

※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。　※全席指定　※6歳未満のお子様はご入場になれません。
【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

【シアターメイツ優待公演】 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）。

6 th

2.21
SAT

2015

第6回
青柳 晋

○ｃ相愛大学

コラムVOL.1コラムVOL.1コラムVOL.1

2015年10月31日（土）16：00開演［中ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,000円 ※（　）内は友の会会員料金

大人の楽しみ方18 ジャズ 山中千尋 ニューヨーク・トリオLIVE!
2016年1月16日（土） 17：00開演 ［大ホール］
S席8,000（7,500）円　A席6,000（5,500）円　B席4,000（3,500）円 青少年（25歳未満）3,000円 ※（　）内は友の会会員料金

一般発売 8月30日（日）
友の会優先発売 8月28日（金）

特別コンサート クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタルピアノ
公演情報

静岡音楽館AOI
芸術監督。東京
藝術大学作曲科
教授。作曲、ピア
ノ、指揮など多方
面で活躍。

各公演とも一般3,000円、青少年（25歳未満）1,500円、シアターメイツ750円、第7・8・9・10公演セット券（一般のみ）10,000円　※全席指定、税込
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　巡業ということでございまして、東西に分けて、北海道から鹿児島まで全国を回って、私の家
のお家芸の『引窓』をやらせていただきます。鴈治郎十二曲の中でも『引窓』と言う芝居は、親子
の愛、夫婦の愛、また痴話喧嘩のような部分もあり、すごく好きな芝居でございます。
　お早を息子の壱太郎がします。壱太郎とは何度も一緒にやっておりますが、夫婦と言うのは
初めてではないかと思います。稽古場に入ってみないとわかりませんが、彼が女房になるという
のは、どんな気持ちなのか。私も父とは散々いろいろやってますんで、そんなこと言っていたら
やっていられませんが。ま、逆に楽しみでございます。

　全国巡業、地方公演と言うのは、その土地土地に歌舞伎がくるのを待っている方が本当にた
くさんいらっしゃるんだということを感じさせていただける、数少ない貴重な機会だと思っており
ます。私たちはそこへ歌舞伎を届ける、という気持ちを込めてやらせていただく、楽しんでいただ
きたいと思っております。
　また地方へ行きますと、それぞれの場所でいろんなものを食べられるというのが嬉しいです。
太田和彦さんや吉田類さんの大ファンで、「居酒屋紀行」とか大好きでして、地方に行ったら
これがあるというのも楽しみです。

　父（人間国宝・坂田藤十郎）も一緒に参ります。80過ぎて全国を回れる役者もなかなか少な
い。父も本当は「『口上』だけでなく、何かやらせろ」と言っておりまして、「昼夜4役になるから、と
てもじゃないけどやめてください。『口上』だけで十分でございます。」ということで、ついてきてく
れるだけでうれしく思っております。もれなく母（扇千景）もついてくると思いますけれど。父が元
気で全国一緒に回ってくれる、いい思い出になると思って楽しみにしております。また、壱太郎に
とっても、祖父と全国を回れる、いろんな話を聞けるかもしれない、非常に貴重な時間であるか
と思います。いろんな思いを込めて回らせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

「びわ湖ホール友の会」会員募集中

特別会員 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

年会費
一口につき
100,000円‐

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

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。

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

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/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/エアスペンサー株式会社/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/大谷巌公認会計士事務所/大津板紙株式会社/大津プリンスホテル/おかもと眼科クリニック/株式

会社奥田工務店/オプテックス株式会社/オムロン株式会社/オリックス株式会社/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/株式会社きんでん滋賀支店/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/株式会社ダイフク滋賀事業所/ダイワエレクス株式会社/大和証券株式会社京都支店/株式会社田中家石材/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/株式会社ナカザワ/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/バウ・クリエイト株式会社/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/宮川印刷株式会社/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/山科精器株式会社/ヤマハサウンドシステム株式会社大阪営業所/立命館守山中学校・高等学校/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8月3日現在）

[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）

TEL.077‒523‒7140広報マーケティング部お問い合わせ

◎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

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。

野村万作･野村萬斎 狂言公演
中村翫雀改め四代目中村鴈治郎襲名披露

か が み か じ ゃ え ち ご む こ

『鏡冠者』『越後聟』
か が み か じ ゃ え ち ご む こ

『引窓』『襲名披露口上』『連獅子』

四代目中村鴈治郎 襲名披露を語る

2000年8月に国立劇場企画公演で初演された、いとうせいこう作、野村
萬斎演出の新作狂言。びわ湖ホールでは2004年に上演し、その後各地
で再演を重ねてバージョンアップしました。

『鏡冠者』

S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）4,000円 ※（　）内は友の会会員料金2015年 月79 日 昼の部12：30開演　夜の部17：00開演　中ホール月
出演 ： 坂田 藤十郎　中村 鴈治郎　市川 左團次　中村 扇雀　ほか

S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円
青少年（25歳未満）4,000円　シアターメイツ2,000円
※（　）内は友の会会員料金
一  般  発  売  ：8月29日㈯ 10：00～
友の会優先発売：8月27日㈭ 10：00～（ネットチケットおよび電話受付のみ）

2015年 月811 日
13：00開演／17：00開演  中ホール

日
出演：野村万作、野村萬斎、石田幸雄、深田博治、
 高野和憲、月崎晴夫　ほか

増田貴寛
（テノール）

九州の宮崎より参りました。
皆様に素敵な音楽を届け
られるよう精一杯努めたい
と思っています。よろしくお
願い致します。

ま す  だ た か ひ ろ

山際きみ佳
（アルト）

や まぎ わ か

お隣三重県出身です！ 毎日
琵琶湖の美しい景色を眺め
られて嬉しいです。皆様に
幸せな時間をお届けできる
よう、頑張ります。

す ず  き のぞみ

鈴木望
（アルト）

生まれも育ちも関東なので、
関西進出とっても嬉しい
です！ ソプラノとはまた違う
音色と調和をお伝えした
いです。

声楽アンサンブル新メンバー紹介

古典芸能講座 ≪歌舞伎編≫ 2015年9月6日㈰ 料金/2,000円（①②通し券・自由席・税込）

今回上演される名作『双蝶々曲輪日記 引窓』の解説を中心に、歌舞伎
の歴史、そして上方歌舞伎の大名跡「中村鴈治郎」について、楽しく解
説します！公演を隅 ま々で堪能できること間違いなしです。

講座①13：30～15：00
「＜歌舞伎＞を隅から隅まで堪能しよう！」

講師：木ノ下裕一（木ノ下歌舞伎 主宰）

協力：関西・歌舞伎を愛する会／松竹株式会社

なり　こま　や

歌舞伎を見に行くと、「成駒家！」といった大きな声が聞こえてくることがあります。これが「大向う」
です。歌舞伎役者が登場した時や名台詞を決めた瞬間に、すかさず掛け声をかけられるなんて
かっこいいですよね。『引窓』の映像を見ながら、そんな「大向う」を体験してみる講座です。

おお  むこ

おお  むこ

講座②15：30～17：00
 「大向うプチ体験」

お お むこ
講師：大向初音会

おおむこうはつねかい

講座①13：00～14：30
「びわ湖ホールと狂言－その斬新な取り組みをふりかえる」

講師：藤岡道子（京都聖母女学院短期大学名誉教授） 講座②15：00～16：30
「狂言の笑いとその魅力」

講師：林 和利（名古屋女子大学教授）

古典芸能講座 ≪狂言編≫ 2015年10月4日㈰ 料金/2,000円（①②通し券・自由席・税込）

※1

※1:グラフィックデザイナー、テレビ番組「居酒屋紀行」出演。
※2:画家、酒場ライター。

※2

びわ湖ホールと野村家の「歴史」－どんな上演がされていたかとその意義、野村家と
狂言界の今について、また今回上演する『越後聟』についても取り上げます。

狂言の笑いを日本人の笑いの中に位置づけ、その特質と種類について概説します。
また、実技も交えて笑いの実例を示しつつ、狂言の面白さと魅力を解き明かします。

太郎冠者は、主人から預かった鏡にお神酒を供えるよう命じられる。
鏡を見たことがない太郎冠者は、鏡に映る自分の姿を面白がるうち
に、ついお神酒をすべて飲んで酔っ払ってしまう。そこへ主人が様子
を見に戻ってくるのだが…。

『越後聟』
野村万作 野村萬斎

能登の舅の元へ越後の聟が土産を携え聟入りにやってくる。舅
と共に待っていた姉聟の勾当は、祝儀の盃をかわしながら舞を舞
う。聟は越後の獅子舞を所望され、急ごしらえの扮装でめでたく舞
い納める。

こうとう

※勾当：盲人の官位。
こうとう

あ
ら
す
じ

あ
ら
す
じ

○ｃ政川慎治 ○ｃ政川慎治 ○ｃ政川慎治

小舞「若松」「鶉舞」や勾当による「平家」の語り、聟のアクロバティックな
獅子舞など見どころ満載の祝言曲です。野村萬斎による獅子舞や、野村
万作による「平家物語」の語りは必見です！お見逃しなく。

こうとう

9月5日（土）14：00開演 [小ホール]

指　揮：本山秀毅
管弦楽：アンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィアー二 ※残席僅か

第59回定期公演 2016年2月6日（土）14：00開演 [小ホール]

日本合唱音楽の古典Ⅳモンテヴェルディ作曲 歌劇『オルフェオ』 （演奏会形式）
指  揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ピアノ：渡辺治子

廣瀬量平：海の詩
三善　晃：女声合唱のための三つの抒情
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」
湯山　昭：コタンの歌

【曲目】

第60回定期公演

料金（2公演とも）：一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円声楽アンサンブル公演情報


