
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

12/29 休館、12/30 電話受付のみ営業、12/31 12:00 開館、1/1～1/3 休館。【年末年始の営業のご案内】

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

https://www.biwako-hall.or.jp
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〈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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びわ湖ホールバス停なぎさ通り
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次号、湖響No.68は2月20日発行予定。お楽しみに！

びわ湖ホール発・舞台芸術情報紙

No.67
Dec.2015

びわ湖ホール プロデュースオペラ

歌 劇 新制作
ドイツ語上演・日本語字幕付

全3幕

かるオペラなので、今から左手を鍛えておく方が良いかも知れませんね
（笑）

―女性による救済について
ワーグナー不変のテーマです。びわ湖で上演した「トリスタンとイゾルデ」
も「タンホイザー」も同じテーマ。極端に言えば、ワーグナーは毎回同じオ
ペラを書いていた事になります。ブルックナーも「９回同じ交響曲を書い
た」と言われる事もありますし、大作曲家というのは、心にあるテーマを深
く掘り下げて行けば行くほど、結局は同じ所に行き着くものなのかも知れ
ません。一つ書き終わると「あれでは充分に描き切れていない」という思い
でまた書きたくなる。まさに「天才はつらいよ」です。

―日本を離れてお仕事をされると日本はどのように見えますか
日本にも世界に誇る面はたくさんあるんですよね。西洋音楽が日本に定着
した時期が遅いので、何でも「欧州から学ばねば」という風に我々は考え
てしまいがちですが。

―日本の演奏者は世界に比してどうですか
実力的にはチャンスはあると思います。日本がもしイタリアの隣とか、ポル
トガルの横くらいの位置にあったとしたら、普通に日本の歌手は欧州の中
堅クラスの劇場で仕事してると思いますよ。日欧間の距離はいかんともし
難いです。急な代役にも日本からじゃ間に合わないし。

―ベースにあるものとして、ドイツ人と日本人の様々な事象の感じ
方の違いがありましたら教えてください
質問が深過ぎてなかなか答えにくいですが、簡単に言えばドイツ人はもの
すごく将来の心配をする人たちという感じがします。何ごとも慎重ですし、
保険にもたくさん入ります（笑）。その辺が、常に最後の着地点を見ながら
音楽の構造を重視して行く「交響曲」が発展したベースだと思うのです。雪
と闇に閉ざされるドイツは、いつでも魚や果物が手に入る日本やイタリア
とは違う。反対に、一つの事にオタク的にこだわって突き詰める面は似て
います。精神面重視で観客サービスの少ないオペラは、日本やドイツでは
良くてもイタリアでは難しいかも知れません。

沼尻 竜典『さまよえるオランダ人』を語る

指　　揮 : 沼尻竜典 （びわ湖ホール芸術監督）
演　　出 : ミヒャエル・ハンペ
装置・衣裳 : ヘニング・フォン・ギールケ

合　　唱 : 二期会合唱団

 新国立劇場合唱団

 藤原歌劇団合唱部

管 弦 楽 : 京都市交響楽団

《キャスト》 3月5日（土） 3月6日（日）

オランダ人 青山　貴 ロバート・ボーク

ダーラント 妻屋秀和 斉木健詞 

ゼンタ   … 橋爪ゆか 横山恵子

エリック …

マリー   … 小山由美 竹本節子

舵手  …… 清水徹太郎※ 高橋　淳

　　　　※ びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

2016年3月 日 日5 ・6 両日とも14:00開演（13:15開場）
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
2公演セット券（S席）30,000（28,000）円　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・E席完売
U30席（30歳以下）3,000円　U24席（24歳以下）2,000円　［全席指定・税込］  ※（　）内は友の会会員料金　青少年割引当日券

沼尻 竜典
指揮/びわ湖ホール芸術監督

沼尻 竜典（びわ湖ホール芸術監督）

2007年よりびわ湖ホール第2代芸
術監督に就任。リューベック歌劇場
（ドイツ）音楽総監督、トウキョウ・
モーツァルトプレーヤーズ音楽監督
も務める。

ⒸRYOICHI ARATANI

非常に明解な作品なので初めてのワーグナーとして

もオススメ。初期の作品ですが音楽的にはすでに高い

完成度を持っていて、作曲家の天才と野心をとてもよ

く味わう事ができます。オーケストラの嵐の描写や、二

群のコーラスによる壮絶な歌合戦など聴き所も満載

です。

聴きどころ

平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業（共同制作支援事業）
びわ湖ホール・神奈川県民ホール・iichiko総合文化センター・東京二期会・京都市交響楽団・神奈川フィルハーモニー管弦楽団・九州交響楽団共同制作

あらすじ

悪魔の呪いによって、永遠に海をさまようオラ
ンダ人船長。呪いを解くためには、7年に1度だ
け許される上陸の機会に、「永遠の愛」を誓う乙
女に出会わねばならない。彼はノルウェー船船
長のダーラントと出会い、娘のゼンタに求婚す
る。宿命的な出会いを感じたゼンタは、永遠の
貞節をオランダ人に誓う。
ゼンタを愛するエリックは彼女の心変わりを責
め、そのやり取りを聞いたオランダ人は絶望し
出航する。ゼンタは彼を追って海中に身を投じ、
彼女の永遠の愛によりオランダ人は呪いから
救われる。

オランダ人
悪魔の呪いにより
永遠に海をさまよう船長。

ダーラント
商船を持つ
裕福な商人で
ゼンタの父親。

エリック
ゼンタの幼なじみで
狩人。ゼンタ

さまよえるオランダ人に心を奪われ
救済できるのは自分だと信じている。

永遠の愛を誓う

♥

父娘

オランダ人との
結婚をすすめる

求婚する
希望

人物相関図あらすじ

※1：バイロイト：ここではバイロイト祝祭歌劇場を指す。R.ワーグナーが自身の作品の上演を目的として設
計・建設したこの祝祭歌劇場は観客を舞台に集中させるために、オーケストラピットを舞台下に配置する、
観客席の装飾を無くし一面を黒く塗るなど独自の工夫が施されている。毎年7月末から8月末までバイロイ
ト音楽祭が開催され、『さまよえるオランダ人』（1842年）以降に書かれた作品が上演されている。

―このオペラの位置づけは
ワーグナー自身が「この作品以降のも
のを、バイロイトで上演すべし」と言っ
ているわけですから、自分の作曲家と
しての力量は、この時点で充分なもの
に達したと考えていたんでしょうね。

―なぜ「さまよえるオランダ人」を
選ばれたのですか
ワーグナーが大作曲家への第一歩を
踏み出した、オペラ史的にも大変重要
な作品だからです。合唱の見せ場も多

く、今回のプロデュースオペラ史上初、３団体合同によるコーラスにもふさ
わしい作品です。

―ハンペ氏選定の理由は
前衛的で斬新な演出も時には良いですが、初めてオペラをご覧になるお
客様には、時に厳しいものがあることも事実。今回は基本に忠実なハンペ
氏による演出で、音楽と演出の幸せな関係を目指します。

―ハンペ氏と一緒にやることについて
ハンペ氏は人を育てるという事にも長けています。現在ドイツ語圏では15
人ほどのハンペ氏の弟子が、劇場の支配人や、首席演出家として活躍中で
す。彼と一緒に仕事をすると、演出家のみならず、歌手も皆成長します。今
のびわ湖ホールにはぴったりの方だと思います。

―キャストについて
日本では今なお「オペラ団体制作によるオペラ」が多いのが現状ですが、
びわ湖ホールのような、「劇場が制作するオペラ」では、出演者が所属する
団体の枠に択われず、自由にキャスティングすることが出来、日本中から適
材適所に人材を集め、正にドリーム・キャストを実現しています。

―さまよえるオランダ人にまつわるエピソード
「船」をどのように舞台上に表現するかが演出家の腕の見せ所。ハンペ氏
への期待は高まりますね。オーケストラは波のうねりを表現するために、
特に弦楽器は細かい音符をたくさん弾かねばなりません。二時間以上か

※1



ⒸKASSKARA/DG

もっと楽しくご覧いただくための、
楽しい講座やワークショップです。

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‐

《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

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。

大阪から新快速で約40分、京都から約10分
※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。

〈アクセス〉

湖響 No.67　平成27年12月20日発行
発行・編集＝公益財団法人 びわ湖ホール
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜15番1号
TEL.077-523-7133　https：//www.biwako-hall.or.jp

「びわ湖ホール友の会」会員募集中

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。

【青少年割引当日券の販売】青少年割引当日券がある公演は、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。
【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）。

（五十音順・敬称略・一部非掲載／2015年11月30日現在）

2016年新春。びわ湖ホールの歴史に、また新たな一行が書き加えられそう。
ポーランドが生んだ至宝、クリスチャン･ツィメルマンが6年ぶりのリサイタルで、びわ湖ホールを
訪れます。何かとエピソードの多いアーティストですが、ひとつ言えることは、彼が、常にその時点
で最高の音楽を生み出すことに並々ならぬ情熱を持っているということ。
産み出された次の瞬間には消えてゆくのが音楽の宿命。現代の巨匠が、「いま、ここでしか出会え
ない」音楽を奏でます。びわ湖ホールの歴史の一ページに、あなたも立ち会ってみませんか？

～今回の演奏曲について～ 沼尻竜典
「海の詩」…廣瀬氏はちょっと難しい現代音楽の作曲家と思いきや、実はロマンチックなメ
ロディーを書くのもとてもお得意でいらっしゃいました。この組曲では、ノスタルジックで親
しみやすいフォークソングのようなテイストと、現代の斬新なサウンドとが絶妙に調和する、
独特の世界が築き上げられています。
「三つの抒情」…三善氏が「合唱音楽の大家」として歩みだすキッカケとなった初期作品
のひとつ。独特の和声感とリズム感からは、テクストへの共感が直接感じ取れ、当時はまさ
に「天才登場」といった趣きで受け止められたと思います。特にここでのピアノの書法は、現
在の合唱作曲家たちにまで影響を与えています。
「さくらんぼの実る頃」…特に編曲者、寺嶋陸也さんについて…私の幼なじみで、さまざま
な日本の作曲家の知識を、最初に与えてくれたのが彼でした。作曲家ですがピアノも上手
で、びわ湖ホールの様々な公演でピアニストとしてお願いしています。
「コタンの歌」…私が幼少時に歌っていた児童合唱団の主宰者が、湯山昭夫人であったこ
とから、この曲の作曲者である湯山氏とは40年以上に渡るお付き合いです。合唱パートが
7声部に分かれる難曲ですが、アイヌ民謡が随所に取り入れられていて親しみやすく、自然
に踊りだしたくなるような躍動感にあふれています。祈りや北の国の厳しい自然の描写な
ども卓越していて、まさに「合唱音楽の古典」と呼ばれるにふさわしい名曲です。このシリー
ズでは2回目の演奏となります。

今回の来日では滞在期間約3か月間、全13公演を予定。このオール・シューベルト・プログラムを中
心としたツアーは2015年9月イタリアから始まり、ルクセンブルク、アムステルダム、ベルリンを経て
日本各地での公演を迎えます。世界一流の音楽都市で絶賛されたプログラムを、日本に居ながらに
して堪能することができる・・・そんな素晴らしい機会が、1月16日のびわ湖ホール公演なのです。

今回の来日では滞在期間約3か月間、全13公演を予定。このオール・シューベルト・プログラムを中
心としたツアーは2015年9月イタリアから始まり、ルクセンブルク、アムステルダム、ベルリンを経て
日本各地での公演を迎えます。世界一流の音楽都市で絶賛されたプログラムを、日本に居ながらに
して堪能することができる・・・そんな素晴らしい機会が、1月16日のびわ湖ホール公演なのです。

17：00開演  大ホール2016年 月161 日 土
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

〈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

Krystian Zimerman

ポーランドが生んだ至宝、現代最高のピアニスト

びわ湖ホール発・舞台芸術情報紙
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クリスチャン・ツィメルマン　ピアノ・リサイタル　記者会見レポート

11月19日にスタートしたジャパン・ツアー、びわ湖ホールでの演奏にもご期待ください！11月19日にスタートしたジャパン・ツアー、びわ湖ホールでの演奏にもご期待ください！

オペラ初心者にもわかりやすい内容で『さまよえるオランダ人』の魅力に迫ります。
第1回 2015年12月19日（土）　「さまよえるオランダ人とは何者？」
第2回 2016年  1月24日（日）　「さまよえるオランダ人の秘密」

〔会　場〕 コラボしが21 3F 大会議室（びわ湖ホール向かい）
〔料　金〕 2,000円（全 2回通し・自由席）

講　師：東条碩夫（音楽評論家）

〔会　場〕 リハーサル室　〔料　金〕 3,000円（全 3回通し・自由席）

●神奈川公演
　2016年3月19日（土）・20日（日）14:00開演
（会　場）神奈川県民ホール 大ホール　（指　揮）沼尻竜典
（管弦楽）神奈川フィルハーモニー管弦楽団
（問合せ）チケットかながわ　Tel.0570-015-415
　　　　http://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/

指 揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ピアノ：渡辺治子
出 演：びわ湖ホール声楽アンサンブル

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

沼尻芸術監督自らMCも務める人気シリーズ

一般4,000(3,500)円　青少年2,500円　※（　）内は友の会会員料金

[曲目] 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

●大分公演
　2016年3月26日（土） 14:00開演
（会　場）iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ　（指　揮）大勝秀也
（管弦楽）九州交響楽団
（問合せ）公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団　Tel.097-533-4004
　　　　http://www.emo.or.jp

関連企画

ワーグナー研究の第一人者が作品の世界を詳細に解説します。

ワーグナー・ゼミナール（上級編／全3回／すべて10：30開講）

講　師：三宅幸夫（慶應義塾大学名誉教授）
第1回 2016年1月31日（日）　「さまよえるオランダ人の音楽」

講　師：伊東史明（神戸大学講師）
第2回 2016年2月14日（日）　「テキストの解説と作品の成立事情」

講　師：藤野一夫（神戸大学教授）
第3回 2016年2月21日（日）　「作品の思想的背景」

オペラ入門講座
『さまよえるオランダ人』

びわ湖ホール声楽アンサンブル
定期公演＆東京公演

沼尻竜典 指揮

第60回定期公演 日本合唱音楽の古典Ⅳ

東京公演 vol.8　日本合唱音楽の古典Ⅳ

（全2回／両日10：00開講）

作曲者ワーグナーや作品の背景を中心にわかりやすく解説し
歌手による演奏も交え、聴きどころや見どころを紹介します。

▍プレトーク・マチネ 中ホール
2016年2月7日（日）　14：00～

出　演：沼尻竜典（指揮者）、岡田暁生（京都大学教授）
　　　　藤野一夫（神戸大学教授）　ほか
〔参加費〕無料

本番直前の大ホールで、舞台装置や衣裳を間近でご覧いただ
きながら、演出家がオペラ等についてお話しします。

▍オペラ・ワークショップ 大ホール
2016年3月6日（日）　10：00～

出　演：ミヒャエル・ハンペ、
　　　　ヘニング・フォン・ギールケ　ほか
〔参加費〕1,000円（公演チケット提示の方は無料）

※事前申込不要。当日直接会場までお越しください。

今回取り上げる「7つの軽快な変奏曲」は1970年に
ポーランドで再発見され、私が1971年に初演した、とて
も特別な作品です。作曲当時のポーランドでは、気鋭の
作曲家が演奏会を開くと、新聞にその楽譜が掲載され、
その新聞が発見されました。新聞の日付から判断すると、
シューベルトが13歳の頃に印刷されたもののようです。
つまり、この変奏曲はシューベルトの極めて初期の作品
といえるでしょう。一方、ピアノ・ソナタ「第20番」「第21
番」はシューベルトが31歳で亡くなるわずか数週間前
に作曲されたピアノ・ソナタの連作の最後の2曲です。
今回のツアーのコンセプトは、シューベルトピアノ音楽の
草創期から最晩年という『魂の集大成』を取り上げるこ
とで、彼の世界観に迫りたいという想いです。

ヨーロッパやアメリカに比べて、日本ではまだシューベル
トという作曲家に対する意識はそれほど高くないのかも
しれません。しかし、とても素晴らしい作品であるにもか
かわらず「演奏される機会の少ないもの」こそ、どんどん
演奏していかなければいけないのです。良さを分かって
もらうためにはとにかく「演奏する機会を増やす」しかな
いと思います。これは、現代音楽に関しても同じことが言
えます。作曲家が有名になるためには、まず、その作品が
演奏されなければなりません。ところが、演奏されるため
には、作品が有名でないといけないのです。だから、私は
「クラシックの主流」といわれる作品と、現代の若い作曲
家の作品とをバランスよく演奏していくのが私の使命だ
と感じています。

今回の記者会見の際に、
ツィメルマン氏よりびわ湖ホールの

お客様へのプレゼントとして、サイン色紙を
いただきました。当日のアンケートにご回答
いただいた方の中から、抽選でプレゼント
させていただきます。皆様ぜひ、
びわ湖ホールでのリサイタルへ

お越しください。

Present

14：00開演 小ホール2016年 月62 日土

19：00開演 東京文化会館 小ホール2016年 月92 日 火

第60回定期公演と同内容でお届けします。


