
びわ湖ホール 公演チケット情報　7月号（No.193/2014.6.20発行）

7/4（金） 友の会優先発売　7/6（日） 一般発売7/3（木） 友の会優先発売　7/5（土） 一般発売

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー［年間］：株式会社 叶 匠壽庵

ペーパーカット: 今森光彦
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7月のロビーコンサート
七夕ロビーコンサート七夕ロビーコンサート

メインロビーにて［事前申込不要］

13：00～13：307月4日（金）

入場
無料

ヴィオラのタベア・ツィンマーマンとチェロの
ジャン=ギアン・ケラスを中心に、2002年春に
結成された世界最高峰の弦楽四重奏団。 日本オペラ界を牽引する福井 敬と安藤赴美子

による豪華共演が実現!オペラからカンツォーネ
まで、華やかなプログラムでお届けします。

11月16日（日）14：00開演［大ホール］
　  

福井 敬＆安藤赴美子
　　ジョイントリサイタル
福井 敬＆安藤赴美子
　　ジョイントリサイタル

びわ湖ホール名曲コンサート

アルカント・カルテットアルカント・カルテット
特別コンサート

19：00～19：30

出演：中嶋康子（ソプラノ）*　
　　 岡本佐紀子（ピアノ）

13:00～13:30／19:00～19:307月4日（金）
月

ⒸMarco Borggreve10月4日（土）14：00開演［小ホール］
　  一般5,500（5,000）円　青少年（25歳未満）3,500円 S席3,000（2,500）円　A席2,000（1,500）円　青少年（25歳未満）1,000円

シアターメイツ500円＊

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

7/3（木）友の会優先発売　7/4（金）一般発売
共  

催
お問い合わせ：びわ湖放送 077-524-0153

12月22日（月）19：00開演［大ホール］
ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2014

S席8,700円　A席6,700円　B席5,200円

ベートーヴェン：
弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調「セリオーソ」作品95
スメタナ：
弦楽四重奏曲 第1番 ホ短調「わが生涯より」 ほか

［曲目］

ピアノ：谷池重紬子
［曲目］プッチーニ：

歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」 ほか

［曲目］寺嶋陸也：星の組曲（詩：谷川俊太郎）　ほか

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業　助成：公益財団法人西川文化財団

13：30開演［中ホール］
　  

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
「驚くべき発想力」と「テクノロジーの無駄遣い」。世界で絶賛されるナンセンスなメカニカルライヴ!

明和電機メカニカルライヴ明和電機メカニカルライヴフォ マ スパ ー ン

500円（自由席） お申込み：びわ湖ホール事業部 077-523-7150

※日本語字幕付き

15：00開始［小ホール］
　  

演劇界の巨匠ピーター・ブルックの創作現場をとらえた貴重なドキュメンタリー映画。

画映 『ピーター・ブルックのザ・タイトロープ』（原題）『ピーター・ブルックのザ・タイトロープ』（原題）
Peter Brook:THE TIGHTROPEPeter Brook:THE TIGHTROPE

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円16：00開演［小ホール］
　  

音楽なし、照明変化なし、己の体ひとつで魅せる京極朋彦の代表作!
京極朋彦ソロダンス『カイロー』京極朋彦ソロダンス『カイロー』ンダ ス

一般3,500円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ750円＊
13：00開演［中ホール］
　  

シェイクスピア生誕450年の今年、四大悲劇の傑作を、遊び心いっぱいの演出で上演!
子供のためのシェイクスピア『ハムレット』子供のためのシェイクスピア『ハムレット』劇演

8
月
3
日
（
日
）

8
月
2
日
（
土
） 岡本佐紀子中嶋康子

入場無料
メインロビーにて
［事前申込不要］

ーロ ビ コ ン サ ー ト七 夕

公開マスタークラス公開マスタークラス公開マスタークラス公開マスタークラス

[受講曲]ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 「セリオーソ」op.95

アルカント・カルテットがレスパス弦楽四重奏団をレッスンする様子をご覧いただけます。

要事前申込(有料)／定員300名(先着順)

お申込み：びわ湖ホール事業部 077-523-7150（10:00～17:00）

7月5日（土）10：00 お申込み受付開始 参加費：1,000円（自由席）

10月3日（金）19：00［小ホール］

安藤赴美子
（ソプラノ）

福井 敬
（テノール）

※昼公演と夜公演は一部内容を変えてお贈りします。



ロンドンの演劇界で注目を集める気鋭の劇作家リチャード・ビーンが、特殊な使命を帯び
た男たちのドラマを、躍動感あふれる台詞と
ミステリアスなストーリー展開で描いた注目
作。内野聖陽をはじめとする豪華キャスト陣
と、今年の読売演劇大賞で、大賞・最優秀
演出家賞を受賞した若手実力派の演出家 
森 新太郎の夢のタッグでお贈りします。

演 劇 『ビッグ・フェラー
  THE BIG FELLAH』

浦井健治内野聖陽 成河

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

7月5日（土）14：00開演［中ホール］
　  Ｓ席7,500（7,000）円　Ａ席6,500（6,000）円 青少年割引当日券

『舞姫』『山椒大夫』『高瀬舟』などを著し、明治・
大正期を代表する文豪として、今なお親しまれ
ている森 鷗外。社会主義者たちが明治天皇の
暗殺を企てたとする「大逆事件」をはさむ時期、
森 鷗外の住居「観潮楼」に出入りする人々を
描きながら、激動の時代を生きた鷗外の二面性
に光を当てます。

演 劇 二兎社『鷗外の怪談』
平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

11月15日（土）14：00開演［中ホール］
　  S席5,000（4,500）円　A席4,000円 青少年割引当日券

一般6,000（5,500）円　青少年（25歳未満）4,000円　シアターメイツ2,000円＊

6月28日（土）19：00開演
　    29日（日）15：00開演［中ホール］

フィリップ・ドゥクフレ＋カンパニーＤＣＡ
『パノラマ』

演出・振付：フィリップ・ドゥクフレ
出演：カンパニーＤＣＡ+ゲスト スズキ拓朗

助成：アンスティチュ・フランセ パリ本部、一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会/一般財団法人地域創造
後援：在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本 日仏文化協力90周年、滋賀県教育委員会

ダンス

※28日（土）終演後、ポストパフォーマンス・トークを開催。

※当初の予定キャストから変更になりました（6月4日現在）。
キャストの正式発表は公演当日です。

9月6日（土）14：00開演［大ホール］
　  大人3,000円　子ども（４歳～中学生）2,000円

（全２幕）

こどものためのバレエ劇場
平成26年度文化庁地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ

新国立劇場バレエ団
『しらゆき姫』

バレエ

「鏡よ、鏡、世界で一番美しいのは？」
グリム童話の原作を元にした、子どもだけでな
く大人も一緒に楽しめるバレエが、びわ湖
ホールにやってきます!クラシカルなバレエの
魅力にあふれる、ドキドキわくわくのおとぎ話
で、バレエ鑑賞デビューにもぴったりです。 photo by Hidemi Seto

［曲目］ファリャ（プホール編）：スペイン舞曲第１番（歌劇『はかなき人生』より）
ファジル・サイ：リキアの王女　ほか

［曲目］組曲「展覧会の絵」（作曲：モデスト・ムソルグスキー/編曲：松本 治）
交響曲第９番「新世界より」（作曲：アントニン・ドヴォルザーク/編曲：松本 治）

びわ湖の午後 シリーズ44

室内楽 荘村清志＆福田進一
ギター・デュオ・リサイタル

平日の午後に選りすぐりの音楽家による演奏を
お届けするシリーズ。今回は、現代日本のクラシッ
ク・ギター界を支える重鎮2人による、スペシャル
なデュオ・リサイタルが実現!

福田進一荘村清志
Ⓒ得能通弘Ⓒ得能通弘

ⒸLaurent PhilippeⒸLaurent Philippe

7月17日（木）14：00開演［小ホール］
　  一般3,500（3,000）円　青少年（25歳未満）1,500円
※シリーズ　  「森 麻季ソプラノ・リサイタル」完売につき、シリーズ  　　　2公演セット券の取扱い終了しました。4343 44

沼尻竜典オペラセレクション

指揮：沼尻竜典　演出：田尾下 哲　管弦楽：日本センチュリー交響楽団
出演：　　　  堀内康雄、幸田浩子、福井 敬、斉木健詞、谷口睦美　ほか

オペラ入門講座（講師：加藤浩子）は、2,000円（全２回：9月14日・28日・リハーサル室）で販売中。

プレトーク・マチネ
８月１０日（日）14:00［ピアザホール（ピアザ淡海内）］
出演：沼尻竜典、田尾下 哲、岡田暁生　ほか
お申込み：びわ湖ホール事業部　077-523-7152

オペラ・ワークショップ
１０月１２日（日）10:00［大ホール］
出演：田尾下 哲　ほか
参加費：1,000円 ※公演チケット提示の方は無料。

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
助成：公益財団法人花王芸術・科学財団

ヴェルディ作曲 歌劇『リゴレット』オペラ
イタリア語上演・日本語字幕付（全3幕）

S席14,000（13,000）円　A席12,000（11,000）円　B席10,000（9,000）円
C席8,000（7,000）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

10月11日（土）・12日（日）14：00開演
　  

［大ホール］

※U30席（30歳以下）、U24席（24歳以下）は、チケットセンターのみの取扱い（電話・窓口のみ）
青少年割引当日券

11日
12日

要事前申込（無料） 事前申込不要（有料）

牧野正人、森谷真理、ジョン・健・ヌッツォ、デニス・ビシュニャ、小林由佳　ほか

7月19日（土）・21日（月・祝）14：00開演［中ホール］
　  一般4,000円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ750円＊

子どもも楽しめるファンタジーオペラとして再構成しました。
オーケストラが奏でるワーグナーの壮大な音楽とともに、不思
議な世界への旅が始まります。
指揮：大川修司　演出：三浦安浩　編曲・ピアノ：寺嶋陸也
管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
助成：公益財団法人平和堂財団

オペラ ワーグナー作曲『ラインの黄金』
オペラへの招待

日本語上演・日本語字幕付
～巨大なパワーを秘めた指環をめぐる神々のバトルが今始まる～

ゆびわ

印の公演は、びわ湖大津 秋の音楽祭の公演です。

印の公演は、シアターメイツ優待公演です。
＊シアターメイツチケットはチケットセンターのみの取扱い（電話・窓口のみ）

金田明夫 水崎綾女

寺嶋陸也

指揮：本山秀毅（びわ湖ホール声楽アンサンブル専任指揮者）
リコーダー：中村洋彦　リュート：高本一郎　ほか

10世紀から14世紀にかけ、フランスを中心に教会で盛
んに行われた音楽劇。世界中で最も演奏される機会の
多い「ダニエルの物語」を上演。声楽アンサンブル、新
境地へ̶。極上のルネサンスの響きをお送りします。

9月6日（土）14：00開演［小ホール］
　  一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

本山秀毅

びわ湖ホール声楽アンサンブル第56回定期公演
典礼劇『ダニエルの物語』

声 楽

Ｓ席5,000円　Ａ席4,000円

協
　力

８月６日（水）19：00開演［大ホール］
ジョン・健・ヌッツォ リサイタル

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

お問い合わせ：ハローダイヤル 050-5542-8600
S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円　C席3,000円

８月２８日（木）19：00開演［大ホール］NHK交響楽団演奏会

共
　催

お問い合わせ：株式会社サイ 03-3385-2066

一般3,000円　高校生以下1,500円　おやこセット券4,000円（全席自由席）
7月25日（金）15：00開演［中ホール］
小池博史ブリッジプロジェクト「注文の多い料理店」

※当日500円増　※3歳以下、膝上鑑賞無料　※おやこセット券は下記㈱サイのみの取扱い

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス 06-6868-0591

S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500（2,000）円

8月2日（土）15：00開演［大ホール］
日本センチュリー交響楽団びわ湖定期公演vol.7

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　ソプラノ：中村恵理

※未就学児童入場不可

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

2015年1月24日（土）16：00開演［大ホール］
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団 びわ湖公演

指揮：ヴァシリー・ペトレンコ　ピアノ独奏：辻井伸行
Ｓ席19,000円　Ａ席17,000円　Ｂ席15,000円　C席13,000円　Ｄ席11,000円
Ｅ席9,000円　U24席（24歳以下）5,000円　
※U24席はびわ湖ホールチケットセンターのみの取扱い

スタインウェイ“ピノ” シリーズ１

室内楽 林 光に寄せる歌

9月14日（日）14：00開演［小ホール］
　  一般2,000（1,500）円　青少年（25歳未満）1,000円

初代芸術監督若杉 弘が愛用していたピアノ、
愛称“ピノ”でお届けする新シリーズ。第一弾は、
オペラ「森は生きている」などの独創的な作品を
遺し、戦後日本の音楽界を牽引してきた作曲家、
故・林 光のソングとピアノ曲をお届けします。
ピアノ：寺嶋陸也　ソプラノ：中嶋康子*　バリトン：迎 肇聡*
［曲目］林 光：マリー・アブラハムのバラード、魚のいない水族館　ほか

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

*ベーゼンドルファーは1828年オーストリア・ウィーンで創業。スタインウェイ、ベヒシュタインとならんでピアノ製造御三家とされている。
「インペリアル」とも呼ばれる最上位機種のフルコンサートグランドピアノ「モデル290」がベーゼンドルファーの代表機種。　

一般 3,000円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ 750円＊

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～

室内楽 第3回 上野 真

9月13日（土）15：00開演［中ホール］
　  

昨年から始まったツィクルス・シリーズ。京都市立芸術大学で教
鞭を執る傍ら、国内外で幅広く活躍するピアニストが登場。ベー
ゼンドルファー・インペリアルモデル290*とともにベートーヴェン
が切り開いたロマン派への軌跡をたどっていきます。

［曲目］ピアノ・ソナタ第7番、第14番｢月光｣、第27番、第28番
予定キャスト：クリスティーナ・クレトワ、セミョーン・チュージン　ほか

一般 3,000円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ 750円＊

室内楽 第4回 イリヤ・ラシュコフスキー

11月8日（土）15：00開演［中ホール］
　  

2012年、浜松国際ピアノコンクールで優勝した俊英ピアニス
ト。ロシアの貴公子が生み出す豊かな響きをお楽しみください。

［曲目］ピアノ・ソナタ第9番
ピアノ・ソナタ第10番
ロンド・ア・カプリッチョ ト長調 op.129 「失われた小銭への怒り」
バガテル イ短調 WoO 59「エリーゼのために」
ピアノ・ソナタ第15番「田園」

※夜の部は『義経千本桜』『襲名披露口上』『小栗栖の長兵衛』の順で上演。

［演目］『小栗栖の長兵衛』『襲名披露口上』『義経千本桜』

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
助成：公益財団法人西川文化財団

松竹大歌舞伎古典芸能

市川亀治郎改め四代目市川猿之助襲名披露と
して『義経千本桜』を、また九代目市川中車襲名
披露として『小栗栖の長兵衛』を上演します。

四代目市川猿之助　
九代目市川中　車 襲名披露

市川中車市川猿之助
Ⓒ松竹 Ⓒ松竹

S席7,000（6,500）円　A席6,000（5,500）円　青少年（25歳未満）4,000円

9月22日（月）12：30／ 17：30開演［中ホール］
　  

目から鱗の古典芸能鑑賞講座 歌舞伎編は、2,000円（全２回:①9月7日「歌舞伎のツボの押さえ方！」
②15日「歌舞伎をエンジョイしよう！」、自由席・リハーサル室）で販売中。

充実したひとときを過ごしたい大人のためのシリーズ。常に新た
な挑戦をつづける世界的なジャズ・ピアニスト山下洋輔と凄腕
ミュージシャンたちで編成された驚異のビッグバンドが、ドヴォル
ザークの最高傑作、交響曲第9番「新世界より」と、ムソルグス
キー「展覧会の絵」の超大作プログラムで、びわ湖に再来！

6月28日（土）17：00開演［大ホール］
　  Ｓ席6,000（5,500）円　Ａ席4,000（3,500）円
青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円＊

大人の楽しみ方 16　ジャズ

山下洋輔スペシャルビッグバンド

山下洋輔
ⒸAkihiko SonodaⒸAkihiko Sonoda

助成：公益財団法人西川文化財団

ボリショイ・バレエ
『ドン・キホーテ』

バレエ

歴史と伝統を誇るロシアの殿堂バレエ団による
３年ぶりの公演。スペインの眩しい光と爽やか
な風を背景に、陽気でエネルギッシュな群舞や、
超絶技巧の数々が繰り広げられる傑作です。

photo by Damir Yusupov

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

11月23日（日･祝）17：00開演［大ホール］
　  

青少年割引当日券

（全3幕）

沼尻竜典芸術監督が優れた作品を厳選し、制作・上演するシリーズ、第８弾。
日本を代表する歌手を配役し、日本トップレベルの舞台をお届けします。

サーカスやパントマイム、ダンス、映像、音楽、
照明を融合させた、幻想的で摩訶不思議な
世界がくりひろげられます。

４歳のお子様
から入場OK！
４歳のお子様
から入場OK！



ロンドンの演劇界で注目を集める気鋭の劇作家リチャード・ビーンが、特殊な使命を帯び
た男たちのドラマを、躍動感あふれる台詞と
ミステリアスなストーリー展開で描いた注目
作。内野聖陽をはじめとする豪華キャスト陣
と、今年の読売演劇大賞で、大賞・最優秀
演出家賞を受賞した若手実力派の演出家 
森 新太郎の夢のタッグでお贈りします。

演 劇 『ビッグ・フェラー
  THE BIG FELLAH』

浦井健治内野聖陽 成河

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

7月5日（土）14：00開演［中ホール］
　  Ｓ席7,500（7,000）円　Ａ席6,500（6,000）円 青少年割引当日券

『舞姫』『山椒大夫』『高瀬舟』などを著し、明治・
大正期を代表する文豪として、今なお親しまれ
ている森 鷗外。社会主義者たちが明治天皇の
暗殺を企てたとする「大逆事件」をはさむ時期、
森 鷗外の住居「観潮楼」に出入りする人々を
描きながら、激動の時代を生きた鷗外の二面性
に光を当てます。

演 劇 二兎社『鷗外の怪談』
平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

11月15日（土）14：00開演［中ホール］
　  S席5,000（4,500）円　A席4,000円 青少年割引当日券

一般6,000（5,500）円　青少年（25歳未満）4,000円　シアターメイツ2,000円＊

6月28日（土）19：00開演
　    29日（日）15：00開演［中ホール］

フィリップ・ドゥクフレ＋カンパニーＤＣＡ
『パノラマ』

演出・振付：フィリップ・ドゥクフレ
出演：カンパニーＤＣＡ+ゲスト スズキ拓朗

助成：アンスティチュ・フランセ パリ本部、一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会/一般財団法人地域創造
後援：在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本 日仏文化協力90周年、滋賀県教育委員会

ダンス

※28日（土）終演後、ポストパフォーマンス・トークを開催。

※当初の予定キャストから変更になりました（6月4日現在）。
キャストの正式発表は公演当日です。

9月6日（土）14：00開演［大ホール］
　  大人3,000円　子ども（４歳～中学生）2,000円

（全２幕）

こどものためのバレエ劇場
平成26年度文化庁地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ

新国立劇場バレエ団
『しらゆき姫』

バレエ

「鏡よ、鏡、世界で一番美しいのは？」
グリム童話の原作を元にした、子どもだけでな
く大人も一緒に楽しめるバレエが、びわ湖
ホールにやってきます!クラシカルなバレエの
魅力にあふれる、ドキドキわくわくのおとぎ話
で、バレエ鑑賞デビューにもぴったりです。 photo by Hidemi Seto

［曲目］ファリャ（プホール編）：スペイン舞曲第１番（歌劇『はかなき人生』より）
ファジル・サイ：リキアの王女　ほか

［曲目］組曲「展覧会の絵」（作曲：モデスト・ムソルグスキー/編曲：松本 治）
交響曲第９番「新世界より」（作曲：アントニン・ドヴォルザーク/編曲：松本 治）

びわ湖の午後 シリーズ44

室内楽 荘村清志＆福田進一
ギター・デュオ・リサイタル

平日の午後に選りすぐりの音楽家による演奏を
お届けするシリーズ。今回は、現代日本のクラシッ
ク・ギター界を支える重鎮2人による、スペシャル
なデュオ・リサイタルが実現!

福田進一荘村清志
Ⓒ得能通弘Ⓒ得能通弘

ⒸLaurent PhilippeⒸLaurent Philippe

7月17日（木）14：00開演［小ホール］
　  一般3,500（3,000）円　青少年（25歳未満）1,500円
※シリーズ　  「森 麻季ソプラノ・リサイタル」完売につき、シリーズ  　　　2公演セット券の取扱い終了しました。4343 44

沼尻竜典オペラセレクション

指揮：沼尻竜典　演出：田尾下 哲　管弦楽：日本センチュリー交響楽団
出演：　　　  堀内康雄、幸田浩子、福井 敬、斉木健詞、谷口睦美　ほか

オペラ入門講座（講師：加藤浩子）は、2,000円（全２回：9月14日・28日・リハーサル室）で販売中。

プレトーク・マチネ
８月１０日（日）14:00［ピアザホール（ピアザ淡海内）］
出演：沼尻竜典、田尾下 哲、岡田暁生　ほか
お申込み：びわ湖ホール事業部　077-523-7152

オペラ・ワークショップ
１０月１２日（日）10:00［大ホール］
出演：田尾下 哲　ほか
参加費：1,000円 ※公演チケット提示の方は無料。

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
助成：公益財団法人花王芸術・科学財団

ヴェルディ作曲 歌劇『リゴレット』オペラ
イタリア語上演・日本語字幕付（全3幕）

S席14,000（13,000）円　A席12,000（11,000）円　B席10,000（9,000）円
C席8,000（7,000）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

10月11日（土）・12日（日）14：00開演
　  

［大ホール］

※U30席（30歳以下）、U24席（24歳以下）は、チケットセンターのみの取扱い（電話・窓口のみ）
青少年割引当日券

11日
12日

要事前申込（無料） 事前申込不要（有料）

牧野正人、森谷真理、ジョン・健・ヌッツォ、デニス・ビシュニャ、小林由佳　ほか

7月19日（土）・21日（月・祝）14：00開演［中ホール］
　  一般4,000円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ750円＊

子どもも楽しめるファンタジーオペラとして再構成しました。
オーケストラが奏でるワーグナーの壮大な音楽とともに、不思
議な世界への旅が始まります。
指揮：大川修司　演出：三浦安浩　編曲・ピアノ：寺嶋陸也
管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
助成：公益財団法人平和堂財団

オペラ ワーグナー作曲『ラインの黄金』
オペラへの招待

日本語上演・日本語字幕付
～巨大なパワーを秘めた指環をめぐる神々のバトルが今始まる～

ゆびわ

印の公演は、びわ湖大津 秋の音楽祭の公演です。

印の公演は、シアターメイツ優待公演です。
＊シアターメイツチケットはチケットセンターのみの取扱い（電話・窓口のみ）

金田明夫 水崎綾女

寺嶋陸也

指揮：本山秀毅（びわ湖ホール声楽アンサンブル専任指揮者）
リコーダー：中村洋彦　リュート：高本一郎　ほか

10世紀から14世紀にかけ、フランスを中心に教会で盛
んに行われた音楽劇。世界中で最も演奏される機会の
多い「ダニエルの物語」を上演。声楽アンサンブル、新
境地へ̶。極上のルネサンスの響きをお送りします。

9月6日（土）14：00開演［小ホール］
　  一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

本山秀毅

びわ湖ホール声楽アンサンブル第56回定期公演
典礼劇『ダニエルの物語』

声 楽

Ｓ席5,000円　Ａ席4,000円

協
　力

８月６日（水）19：00開演［大ホール］
ジョン・健・ヌッツォ リサイタル

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

お問い合わせ：ハローダイヤル 050-5542-8600
S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円　C席3,000円

８月２８日（木）19：00開演［大ホール］NHK交響楽団演奏会

共
　催

お問い合わせ：株式会社サイ 03-3385-2066

一般3,000円　高校生以下1,500円　おやこセット券4,000円（全席自由席）
7月25日（金）15：00開演［中ホール］
小池博史ブリッジプロジェクト「注文の多い料理店」

※当日500円増　※3歳以下、膝上鑑賞無料　※おやこセット券は下記㈱サイのみの取扱い

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス 06-6868-0591

S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500（2,000）円

8月2日（土）15：00開演［大ホール］
日本センチュリー交響楽団びわ湖定期公演vol.7

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　ソプラノ：中村恵理

※未就学児童入場不可

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

2015年1月24日（土）16：00開演［大ホール］
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団 びわ湖公演

指揮：ヴァシリー・ペトレンコ　ピアノ独奏：辻井伸行
Ｓ席19,000円　Ａ席17,000円　Ｂ席15,000円　C席13,000円　Ｄ席11,000円
Ｅ席9,000円　U24席（24歳以下）5,000円　
※U24席はびわ湖ホールチケットセンターのみの取扱い

スタインウェイ“ピノ” シリーズ１

室内楽 林 光に寄せる歌

9月14日（日）14：00開演［小ホール］
　  一般2,000（1,500）円　青少年（25歳未満）1,000円

初代芸術監督若杉 弘が愛用していたピアノ、
愛称“ピノ”でお届けする新シリーズ。第一弾は、
オペラ「森は生きている」などの独創的な作品を
遺し、戦後日本の音楽界を牽引してきた作曲家、
故・林 光のソングとピアノ曲をお届けします。
ピアノ：寺嶋陸也　ソプラノ：中嶋康子*　バリトン：迎 肇聡*
［曲目］林 光：マリー・アブラハムのバラード、魚のいない水族館　ほか

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

*ベーゼンドルファーは1828年オーストリア・ウィーンで創業。スタインウェイ、ベヒシュタインとならんでピアノ製造御三家とされている。
「インペリアル」とも呼ばれる最上位機種のフルコンサートグランドピアノ「モデル290」がベーゼンドルファーの代表機種。　

一般 3,000円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ 750円＊

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～

室内楽 第3回 上野 真

9月13日（土）15：00開演［中ホール］
　  

昨年から始まったツィクルス・シリーズ。京都市立芸術大学で教
鞭を執る傍ら、国内外で幅広く活躍するピアニストが登場。ベー
ゼンドルファー・インペリアルモデル290*とともにベートーヴェン
が切り開いたロマン派への軌跡をたどっていきます。

［曲目］ピアノ・ソナタ第7番、第14番｢月光｣、第27番、第28番
予定キャスト：クリスティーナ・クレトワ、セミョーン・チュージン　ほか

一般 3,000円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ 750円＊

室内楽 第4回 イリヤ・ラシュコフスキー

11月8日（土）15：00開演［中ホール］
　  

2012年、浜松国際ピアノコンクールで優勝した俊英ピアニス
ト。ロシアの貴公子が生み出す豊かな響きをお楽しみください。

［曲目］ピアノ・ソナタ第9番
ピアノ・ソナタ第10番
ロンド・ア・カプリッチョ ト長調 op.129 「失われた小銭への怒り」
バガテル イ短調 WoO 59「エリーゼのために」
ピアノ・ソナタ第15番「田園」

※夜の部は『義経千本桜』『襲名披露口上』『小栗栖の長兵衛』の順で上演。

［演目］『小栗栖の長兵衛』『襲名披露口上』『義経千本桜』

平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
助成：公益財団法人西川文化財団

松竹大歌舞伎古典芸能

市川亀治郎改め四代目市川猿之助襲名披露と
して『義経千本桜』を、また九代目市川中車襲名
披露として『小栗栖の長兵衛』を上演します。

四代目市川猿之助　
九代目市川中　車 襲名披露

市川中車市川猿之助
Ⓒ松竹 Ⓒ松竹

S席7,000（6,500）円　A席6,000（5,500）円　青少年（25歳未満）4,000円

9月22日（月）12：30／ 17：30開演［中ホール］
　  

目から鱗の古典芸能鑑賞講座 歌舞伎編は、2,000円（全２回:①9月7日「歌舞伎のツボの押さえ方！」
②15日「歌舞伎をエンジョイしよう！」、自由席・リハーサル室）で販売中。

充実したひとときを過ごしたい大人のためのシリーズ。常に新た
な挑戦をつづける世界的なジャズ・ピアニスト山下洋輔と凄腕
ミュージシャンたちで編成された驚異のビッグバンドが、ドヴォル
ザークの最高傑作、交響曲第9番「新世界より」と、ムソルグス
キー「展覧会の絵」の超大作プログラムで、びわ湖に再来！

6月28日（土）17：00開演［大ホール］
　  Ｓ席6,000（5,500）円　Ａ席4,000（3,500）円
青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円＊

大人の楽しみ方 16　ジャズ

山下洋輔スペシャルビッグバンド

山下洋輔
ⒸAkihiko SonodaⒸAkihiko Sonoda

助成：公益財団法人西川文化財団

ボリショイ・バレエ
『ドン・キホーテ』

バレエ

歴史と伝統を誇るロシアの殿堂バレエ団による
３年ぶりの公演。スペインの眩しい光と爽やか
な風を背景に、陽気でエネルギッシュな群舞や、
超絶技巧の数々が繰り広げられる傑作です。

photo by Damir Yusupov

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

11月23日（日･祝）17：00開演［大ホール］
　  

青少年割引当日券

（全3幕）

沼尻竜典芸術監督が優れた作品を厳選し、制作・上演するシリーズ、第８弾。
日本を代表する歌手を配役し、日本トップレベルの舞台をお届けします。

サーカスやパントマイム、ダンス、映像、音楽、
照明を融合させた、幻想的で摩訶不思議な
世界がくりひろげられます。

４歳のお子様
から入場OK！
４歳のお子様
から入場OK！
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Stage No.193　平成26年6月20日発行　発行・編集 公益財団法人びわ湖ホール

このパンフレットは再生紙を使用しています。

大津
プリンス
ホテル

西武大津
ショッピングセンター

県道大津草津線

JR膳所駅
ぜ　ぜ

バス（なぎさ公園線）ルート
バス（湖岸線）ルート
お車ルート 徒歩ルート大津IC

国道1号

名神高速道路
（名神大津ICより車で約5分）

ホテルテトラ大津

JR大津駅
JR琵琶湖線（東海道線）

京阪電車

大津商工
会議所前バス停

京阪
膳所駅
ぜ　ぜ

石場駅
島ノ関駅

ホテル
ブルーレーク
大津

県庁大津駅バス停

浜大津駅

琵琶湖ホテル

県警本部
コラボしが21 NHK

大津パルコ

大津港観光船のりば

なぎさのテラス
琵琶湖文化館 ピアザ淡海

　　（ホテルピアザびわ湖）

P びわ湖ホール
駐車場

びわ湖ホール

びわ湖ホールバス停なぎさ通り

琵琶湖

〈アクセス〉

《駐車場のご案内》

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

【友の会優先発売】優先発売日の午前10時から、上記の電話およびインターネットでお受けします。なお、1回の受付でお買い求めいただける枚数を制限
する公演がございます。詳しくは公演チラシおよびインターネットでお確かめください。お電話の場合はお手元に会員カードをご用意いただき、友の会会員
番号と、クレジットカード決済をご希望の場合はカード番号、有効期限およびセキュリティーコードをお知らせください。
【一般発売】発売日の午前10時から、びわ湖ホールチケットセンター、または上記の電話およびインターネットでお受けします。
なお、1回の受付での販売枚数を制限する公演がございます。詳しくは公演チラシおよびインターネットでお確かめください。

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

※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。　※一部公演を除き座席指定。
※一部公演を除き6歳未満のお子さまはご入場になれません。　※完売の際はご容赦ください。　※事情により出演者等が変更になる場合があります。
※チケットのキャンセル・変更はできません。チケットの購入後、期限内に所定の手続きをされない場合には、チケットの販売、引渡しをお断りいたします。

【青少年割引当日券の販売】　　　　　　　　 マークがある公演は、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）。

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

●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

YASUKATSU
OSHIMA

7月12日（土）
　  一般 3,000（2,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

14：00開演［小ホール］

［曲目］イラヨイ月夜浜、流星、とぅばらーま　ほか

出演：大島保克（うた、三線）、鳩間可奈子（うた、三線）、仲宗根“サンデー ”哲（太鼓）

Special Interview

八重山民謡の魅力
雄大な自然のなかで、ゆったりとした時間が流れている環境が大きく影響
していると思います。だから、おおらかでゆっくりな唄が多い。沖縄の音楽っ
て、歌って、踊って、騒ぐ…イメージがあると思いますが、元々はどの曲も
ゆっくりなんです。ゆっくりな曲を早く演奏しているだけに過ぎないんです。

びわ湖ホールでやってみたいこと
びわ湖ホールは好きな劇場のひとつで、一度は舞台に立ちたかった。ほと
んど生の音で届けられるのでは、と思っています。2人でのかけ合いが多
い沖縄民謡を「アカペラ」で、そこに太鼓を入れてシンプルに演奏しようか
な。仲宗根さんの太鼓は本当にすごい!一定のリズムを刻むのではなく、独
特のリズムを刻むので、ビックリしますよ。全演奏曲目を事前にお知らせす
ることはほとんどなく、一曲目だけ決めて、それ以降は演奏者同士も知らな
い（笑） 決めても、その通りにはやらないので、その場のノリや雰囲気で演
奏しています。

今後の活動でやってみたいこと
一人でのステージ活動を行いつつ、いろんな人と共演していきたい。一人
でのステージはごまかしがきかないし、他ジャンルで活躍する方との共演は
自分の活動を再認識できる場所でもある。また、初めての場所へ行くのが
好きなので、いろんなところに出かけて演奏活動を行っていきたい。特に、
海外では沖縄の方言や場所、料理、文化などの予備知識がまったくない
人たちの前で「音楽だけで勝負できる」ので、そのおもしろさは海外でしか
味わうことができないです。海外の人たちの反応は「初めてだけど初めて
じゃない」「まったく分からないけど、懐かしい感じがする」といった声が多
い。そういう声を聞くと、沖縄民謡を知らない人にも郷愁を感じていただい
ていると実感します。

「沖縄民謡を唄える奴はおまえしかいない。
  このままでは島の唄が廃れてしまう。」 by. 島袋 優（BEGIN）

八重山高校の同級生だった島袋さん（BEGIN）にそう言われて、この世界
で生きていくことを決めました。それまでは20歳で東京に上京して、サラリー
マンをしていました。仕事も順調で、給料もあがってきていたところだったん
ですよ。プライベートでは沖縄関連のイベントに引っ張りだされていました
が、趣味でやっていただけで曲なんて作ったことがないなか、CDデビュー
が突然決まり、そこで初めてオリジナル曲を作り、デビューしてから沖縄の伝
統曲を覚えていきました。伝統曲は何百年と唄い継がれてきているのもあっ
て、完成度が非常に高い。それを唄いこなすのは簡単じゃない。また楽譜も
結局見ないので、同じ曲でも人によって全然違った唄い方をする。20年くら
いかけて、ここ最近やっと感覚をつかんだのですが、力の入れ方や抜き方
など「こんな風に唄えばいいのか」と唄えるようになってきたところです。10
年ではとても無理でしたね。

大島保克
や　す か　つ

大人の楽しみ方 17　八重山民謡 大島保克 島唄会

※インタビュー全文はホームページに掲載していますので、そちらも合わせてご覧ください。

おじいちゃん、お父さんが村の歌い手で、小さいころから沖縄の音楽に自然と触れながら育ち、おじいちゃんが
作ってくれた三線は遊び道具だった、と語る大島さん。八重山諸島や沖縄に古くから伝わる音楽の継承活動を
はじめ、オリジナル曲の制作活動や、さまざまなアーティストに楽曲提供も積極的に行っています。なぜか懐か
しくて、心癒される空間を作り出す、唄者 大島保克さんにお話を伺いました。

さんしん

過去の公演より

Ⓒ枦木 功 Ⓒ枦木 功


