
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

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

湖響 No.68　平成28年2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》
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びわ湖ホール

びわ湖ホールバス停なぎさ通り

琵琶湖

次号、湖響No.69は6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.68
Feb.2016

4月29日（金・祝）・30日（土）・5月1日（日）・ ・

驚きと発見に満ちたクラシック音楽祭驚きと発見に満ちたクラシック音楽祭

いつの時代も作曲家たちは自然に魅せられ、自然から多くのイ
ンスピレーションを得て数々の傑作を生みだしました。2016年
は、美や芸術の源泉ともいえる「自然」にオマージュを捧げます。
プログラムはルネサンスから現代まで500年にわたる音楽史の
中から、季節、風景、動物、自然現象など、さまざまな切り口で選

曲しています。自然から生まれた音楽の多彩で豊かなイマジ
ネーションを、存分に楽しんでいただけることでしょう。驚きと
イマジネーションに満ちた音楽の旅「la nature（ナチュール）
－自然と音楽」に、どうぞご期待ください！

テーマは 森！ 山！

最新情報は、LFJ公式サイト http://lfjb.biwako-hall.or.jpをご覧ください。　　

アーティスティック・ディレクター  ルネ・マルタン

1公演45分で
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
リーズナブルに
楽しめる

無料イベントや
お子さま向け
プログラムも
盛りだくさん

今年も開催！
びわ湖の湖上で
クルージング・
コンサート

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター　遊覧船ミシガン　ほか滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター　遊覧船ミシガン　ほか滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター　遊覧船ミシガン　ほか滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター　遊覧船ミシガン　ほか滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター　遊覧船ミシガン　ほか滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター　遊覧船ミシガン　ほか

音楽祭の初日を飾るコンサートでは、ショスタコーヴィチ
作曲のオラトリオ「森の歌」をお贈りします。この曲は、戦
争で荒廃したヴォルガ河畔に木を植え、再び緑を取り戻
そうという植林計画を記念し、1949年に作曲されました。
今回、一般の方にラ・フォル・ジュルネの舞台に立っていた
だける機会として、この曲に合唱で参加する方を募集した
ところ、高校生から80代の方まで約350名の皆さんにご
応募いただきました。
日本センチュリー交響楽団の演奏とともに、一般公募の合唱団と、びわ湖ホール声楽アンサン
ブルによる混声合唱、大津児童合唱団、そしてテノールとバスのソロが、「祖国の大地を森で埋
めよう」と高らかに歌う「森の歌」に、どうぞご期待ください。

リヒャルト・シュトラウスが1915年に作曲した大作。交響曲と言いな
がら、楽章構成は持たず、標題のついた自由な構成となっています。夜
が明けて、山の姿が次第に明らかになる「夜・日の出」から「登山」「頂
上」「下山」、そしてふたたび夜の闇に閉ざされる「終結部」と、アルプス
の山に遊ぶ一日が、音で綴られます。
『ばらの騎士』『サロメ』などのオペラで、人間の心理の変化までみごと
に音で描写したリヒャルト・シュトラウスの管弦楽技法が、ここでも自
然の情景を巧みに表現しています。作曲者の指定どおり演奏すると、
最低でも100人を超えるオーケストラと、舞台裏に14人の金管楽器
奏者が必要という、未曾有の大作は聴き逃せません。

ラ･フォル･ジュルネの顔、アンヌ･ケフェレッ
クが、今年は大阪フィルハーモニー交響楽
団と初共演。音楽祭のフィナーレを飾ります。
演奏するのは、モーツァルト最後のピアノ協
奏曲第27番。この曲の第3楽章は、モーツァ
ルトの有名な歌曲「春へのあこがれ」K.596
にも使われています。
3日間の音楽祭のフィナーレとなるこの公演。春の風に心が浮
き立つような軽やかなメロディで心を満たせば、家路への足取
りも軽やかに！

必聴！100人超の巨大オーケストラで聴く
「アルプス交響曲」

必聴！100人超の巨大オーケストラで聴く
「アルプス交響曲」

「熱狂の日」のはじまりを
「森の歌」の大合唱で
「熱狂の日」のはじまりを
「森の歌」の大合唱で

4月29日（金・祝）  ［大ホール］
ラ・フォル・ジュルネびわ湖「森の歌」合唱団、大津児童合唱団 日本センチュリー交響楽団 ダニエル･ライスキン（指揮） 他

○ｃGeoffrey Arnoldy

アンヌ・ケフェレック

オリヴィエ・シャルリエ

○ｃ飯島隆

29-L-2

古今東西の多くの音楽家が、
四季折々の自然の情景を音楽
で描いていますが、その代表
格がイタリアの作曲家ヴィヴァ
ルディの「四季」。フランスの
ヴァイオリニスト、オリヴィエ・
シャルリエの弾き振り※と、緻
密なアンサンブルに定評のあ
る日本センチュリー交響楽団
の共演でお贈りします。

イタリアの四季、
ヴィヴァルディの「四季」
イタリアの四季、

ヴィヴァルディの「四季」

4月30日（土）  ［大ホール］
オリヴィエ・シャルリエ（ヴァイオリン、指揮）　日本センチュリー交響楽団

30-L-2
※楽器を演奏しながらオーケストラを指揮すること

「森の歌」合唱練習の様子

5月1日（日）  ［中ホール］01-M-1
びわ湖ホール声楽アンサンブル　渡辺治子(ピアノ)　中村敬一（演出）

家路が楽しくなる
フィナーレ公演
家路が楽しくなる
フィナーレ公演

4月30日（土）  ［大ホール］30-L-3
大阪フィルハーモニー交響楽団　大植英次（指揮)

5月1日（日）  ［大ホール］01-L-4
アンヌ・ケフェレック（ピアノ）　大阪フィルハーモニー交響楽団

びわ湖ホール声楽アンサンブル

ある大きな国のおおみそか。むすめは、わがままな
女王が気まぐれにだした“おふれ”のために、冬に
咲くはずのないマツユキ草を探しに雪深い森へ
出かけます。そこで出会ったのは12の月の精たち。
心優しいそのむすめのために4月の精は、ほかの
月の精たちに頼んで1時間だけ「時」をゆずっても
らいます。すると雪は消え、目の前にはたくさんの
マツユキ草が。12の月の精の秘密を誰にも話さ
ないと約束したむすめは4月の精に指輪をもらい
帰りますが…。

びわ湖ホール声楽アンサンブルの「森は生きている」ＬＦＪ特別版びわ湖ホール声楽アンサンブルの「森は生きている」ＬＦＪ特別版
絵本などでも親しまれている物語がオペラになった「森は生きている」は、
びわ湖ホールの開館以来たびたび上演してきた人気のレパートリーです。
今回、このオペラを約60分のラ･フォル･ジュルネ特別バージョンで上演。
観終わったあと、つい口ずさんでしまうような珠玉のメロディーを、びわ湖
ホール声楽アンサンブルのメンバーがお届けします。

ものがたり

今なお固い絆で結ばれ
ている大阪フィルとの
熱演が楽しみな大植
英次



びわ湖でしか見られない名物企画が、音楽と書
道のコラボレーション。滋賀県書道協会に所属
する書道家や県内高等学校の書道部の皆さん
による書道パフォーマンスは、毎年大人気。
今年は「花鳥風月」をテーマに、筆と墨で自然の
豊かさを表現します。

また、びわ湖を目の前にした湖畔広場では、
軽音楽部や吹奏楽部の演奏をお楽しみいた
だいています。昨年は、初めて県外からマーチ
ングバンドの全国大会出場校を招きましたが、

「せっかくの全国レベルの演奏も、もっとたっ
ぷりと楽しみたい」という声にお応えして、今年
は大ホールでの公演もお楽しみいただけます。

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/大津商工会議所/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。　※一部公演を除き全席指定。　※一部公演を除き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.68　平成28年2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／2016年1月末日現在）

岩田達宗（演出家）

書道パフォーマンス

「フィガロの結婚」は、そのシンプルな音楽の演奏が誤魔化しの
効かないシビアなものである上に、台本は18世紀とは思えない
豊かなリアリズムが息づいているから、その上演の難しさは只事
ではない。でも、凄く楽しい。幸福に満ちている。理由は色々ある。
だがひとつ、ここにとても腑に落ちた言葉がある。
「…失敗したり、間違えたり、行きすぎたり…人間のダメさ加減を
ここまで魅力的に描かれたら嬉しくなる…なんだか人間はそれ
で良い、って許されたみたい」これはスザンナ役を歌っていた、ある
歌手の言葉だ。確かにスザンナと言う女中がやる事と言ったら！
ズケズケものを言って他人を傷付けたり、勘違いして暴力をふ

るったり。そして見栄っ張りで、早とちりで、最後には痛い目に
あって大泣きしたり…失敗ばかりで、実にマヌケな女中だ。でも、
だからこそスザンナは魅力的な人間なのだ。スザンナだけではな
い。このオペラに登場する人物はみんなダメ人間で、そして、だか
らこそ素晴らしいリアルな人間ばかりだ。
「フィガロの結婚」は人類が持ち得た最高の人間讃歌の金字塔
だ。お客様にそれを隙間なく体験して頂けたなら！だから「フィガ
ロの結婚」は一小節はおろか一音たりとも省略はできない。全曲
ノーカットで皆様にお届けします。

モーツァルト作曲
びわ湖ホール オペラへの招待

L e  n o z z e  d i  F i g a r o

イタリア語上演
日本語字幕付き歌劇 全４幕

出 演 ：びわ湖ホール声楽アンサンブル
 　26日（土） 　27日（日）
《伯　　爵》 林　隆史 五島真澄
《伯爵夫人》 黒澤明子* 岩川亮子
《スザンナ》 飯嶋幸子 藤村江李奈
《フィガロ》 的場正剛 砂場拓也
《ケルビーノ》 山際きみ佳 鈴木　望　
《マルチェッリーナ》 森　季子* 本田華奈子
《バルトロ》 　　　相沢　創*（両日）
《バジリオ》 古屋彰久 島影聖人
《クルツィオ》 川野貴之 増田貴寛
《バルバリーナ》 　　　栗原未和*（両日）
《アントニオ》 　　　迎　肇聡*（両日）

　＊…びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

指　揮：園田隆一郎　／　演出・お話：岩田達宗
装　置：増田寿子　／　衣　裳 ： 前田文子　／　照　明 ： 原中治美
音　響：押谷征仁（公益財団法人びわ湖ホール） 

舞台監督：菅原多敢弘
管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

一般4,000円　青少年(25歳未満)2,000円

14:00開演（13:30開場/17:30終演予定）
滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 中ホール2016年3月26日土・27日日

両日とも、上演前にオペラのことがもっとよくわかる演出家のお話があります。

フィガロの結婚！

ココが面白い！

あらすじ相関図

テーマは 水！
びわ湖ホール発・舞台芸術情報紙
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カンマーアカデミー・ポツダム
○ｃStefan Gloede

びわ湖ならではのお楽しみ。
ラ・フォル・ジュルネ湖上公演を
ぜひ体験してみてください。
びわ湖に浮かぶ遊覧船で、
湖上を渡る風を感じながら
素敵な音楽をお楽しみください。

大津港へは、
●びわ湖ホールから徒歩約20分
●京阪「浜大津駅」下車徒歩3分
●大津駅～琵琶湖ホテル～
　びわ湖ホール間のシャトルバスで
　「琵琶湖ホテル」下車徒歩約5分

4月30日（土） 、5月1日（日）　各日4便出航
［遊覧船ミシガン船内］

詳細は、音楽祭パンフレット、音楽祭公式ホームページでご確認ください。

運航・協力：琵琶湖汽船㈱

ラ・フォル・ジュルネ湖上公演は、大津港発着となります。

今年、日本のラ・フォル・ジュルネに初登
場となるのが、ベルリンの隣町、ポツダム
に拠点を置くカンマーアカデミー・ポツ
ダム。その生命力に富んだ演奏で大きな
注目を浴びている室内オーケストラです。
4月30日の公演で演奏されるヘンデル
の「水上の音楽」は、18世紀のイギリス
国王ジョージ1世がテムズ川で催した船
遊びのために作曲された名曲。水辺をはしるような明るく爽やかな風が感じられる
作品です。5月1日の公演からは、ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲「海の嵐」をご
紹介しましょう。ヴァイオリンの華やかな技巧で表現される海の様子は、嵐といって
もどこか明るさが感じられます。この日は、他にもヴァイオリン協奏曲「夜」やテレマン
の「水の音楽」など、バロック時代の自然を描写した音楽を聴かせてくれます。
川と湖の街ポツダムからやってくるオーケストラの演奏で、ヨーロッパの「ナチュール
(自然)」を感じてみてはいかがでしょう？ 

舞台は、スペイン・セヴィリア近郊のアルマヴィーヴァ伯爵邸。もと理髪師で今
は伯爵の召使いフィガロは、伯爵夫人の小間使いスザンナとの結婚を目前に
して気持ちもはずむ毎日。一方、主人である伯爵は、二人の結婚を知りながらも
スザンナに手を出そうと目論みます。夫の冷めゆく愛を嘆く伯爵夫人は、フィガ
ロ、スザンナと結託し、伯爵の小姓で恋多きケルビーノを巻き込んで伯爵の企
みを明かそうとします。そこに、フィガロに夢中の女中頭のマルチェッリーナや、
恨みをもつバルトロ、音楽教師のバジリオなどが現れ大騒ぎ。最後にはすべて
の事柄が明らかになり、夫人は伯爵を許し、一同は晴れやかに宴へ向かいます。

4月30日（土）［大ホール］
ヘンデル：「水上の音楽」第1組曲、第2組曲 カンマーアカデミー・ポツダム

30-L-4

5月1日（日）［大ホール］
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲「海の嵐」ほか　カンマーアカデミー・ポツダム

01-L-3

書道パフォーマンス
4月29日（金・祝） ［中ホール］29-M-1

川と湖の街からやってくる
カンマーアカデミー・ポツダム

お子様のコンサート・デビューにぴったりの「0歳児からのコンサート」。
今年も、オーケストラ、金管アンサンブル、打楽器アンサンブルなど、多
彩なプログラムをご用意しました！また、楽器体験や、手作りラジオな
ど、体験型プログラムがたくさん楽しめる「にゃんばら先生のこども音
楽アトリエ」も開催。親子で、三世代で、いろんな楽しみ方ができるのが
ラ・フォル・ジュルネの魅力です。
その他、児童合唱からプロのオーケストラ奏者まで、様々なコンサート
が無料で楽しめるキオスク公演、コンサートの合間のお楽しみ飲食
コーナーなど、音楽が絶えることのない3日間を、どなたでも気軽にお
楽しみいただけます。

0歳児からのコンサート メインロビーでのキオスク公演

お子様からおとなまで、
誰もが気軽に楽しめる

天理教校学園高等学校マーチングバンド Violet Impulse

ラ・フォル・ジュルネ湖上公演！

高校生も大活躍
○ｃ飯田佳奈子

岩田達宗 Ⓒ大阪音楽大学Ⓒ大阪音楽大学

結婚前 小間使い

伯爵の召使い 夫婦

お遊び

恋人いとこ

♥

♥
♥

フィガロ

アルマヴィーヴァ伯爵 ロジーナ伯爵夫人

スザンナ ケルビーノバルバリーナ

4月29日（金・祝）天理教校学園高等学校
マーチングバンド
Violet Impulse

4月30日（土）大阪桐蔭高等学校吹奏楽部

5月  1日（日）京都橘高等学校吹奏楽部


