
9月のロビーコンサート 入場無料 メインロビーにて
［事前申込不要］

8/28（金） 友の会優先発売　8/30（日） 一般発売

黒田恵美黒田恵美

稲刈りロビーコンサート 『子象ババールの物語』稲刈りロビーコンサート 『子象ババールの物語』
ラ・フォル・ジュルネびわ湖２０１５関連企画 「ぼくの、わたしの稲づくり」ラ・フォル・ジュルネびわ湖２０１５関連企画 「ぼくの、わたしの稲づくり」

9月26日（土） 11：00～11：30

8/27（木） 友の会優先発売　8/29（土） 一般発売 9/3（木） 友の会優先発売　9/5（土） 一般発売

びわ湖ホール
公演チケット情報9月号
びわ湖ホール
公演チケット情報9月号

（No.207/2015.8.20発行）（No.207/2015.8.20発行）

12月26日（土）１７：00開演［大ホール］
共
催

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

S席6,000円　A席5,500円　B席4,500円　C席3,500円
指揮：沼尻竜典　管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団

KEIBUN第九2015
9/18（金）友の会優先発売　9/20（日）一般発売

協
力

共
催

2016年1月9日（土）１３：３０開演［大ホール］
お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

S席6,000円　A席（4階席）4,500円
ウィンナー・ワルツ・オーケストラ 宮殿祝賀コンサート

11月3日（火・祝）14：３０開演［大ホール］

お問い合わせ：びわ湖大津秋の音楽祭運営協議会事務局（大津市役所都市再生課内） 077-528-2501

料金：1,000円　指揮：丸谷明夫　出演：大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部、公募による参加者
びわ湖に響け! 1000人の吹奏楽
9/10（木）友の会優先発売　9/11（金）一般発売

11月8日（日）１３：００／１７：００開演［中ホール］
　  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*

いとうせいこう作、野村萬斎演出の新作狂言『鏡冠者』と
聟のアクロバティックな獅子舞や勾当による「平家」の語り
など、見どころ満載の祝言曲『越後聟』をお楽しみください。

びわ湖ホール芸術監督 沼尻竜典が手
がける大人気シリーズ第4弾。師である
三善晃氏の作品をはじめ、日本の合唱
音楽を知る上では欠かすことのできない
名作の数 を々、びわ湖ホール声楽アン
サンブルの歌声でお届けいたします。

びわ湖ホール声楽アンサンブル　第60回定期公演&東京公演vol.8
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&東京公演vol.8
日本合唱音楽の古典Ⅳ

助成：公益財団法人西川文化財団 びわ湖ホール舞台芸術基金

アポロウスバシロチョウ　ペーパーカット: 今森光彦アポロウスバシロチョウ　ペーパーカット: 今森光彦

野村万作・野村萬斎 狂言公演

『鏡冠者』『越後聟』
野村万作・野村萬斎 狂言公演

『鏡冠者』『越後聟』
か が み か じ ゃか が み か じ ゃ え ち ご む こえ ち ご む こ

野村萬斎

野村万作

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、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

特別コンサート

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタルクリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル

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

ポーランドが生んだ至宝、現代最高峰のピアニスト。6年ぶりのびわ
湖ホール公演は、オール・シューベルト・プログラムでお贈りします。

※曲目は、都合により変更になる場合があります。
ⒸKASSKARA／DGⒸKASSKARA／DG

沼尻竜典
ⒸRYOICHI ARATANIⒸRYOICHI ARATANI

［曲目］シューベルト：7つの軽快な変奏曲 ト長調
シューベルト：ピアノ・ソナタ 第20番 D.959
シューベルト：ピアノ・ソナタ 第21番 D.960「遺作」

古典芸能講座［狂言編］ 10月4日（日）　会場：コラボしが２１ 3階大会議室
講座①13：00~14：30　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　講師：林 和利（名古屋女子大学教授）
料金：2,000円（①･②通し券、自由席）

同時発売

第60回定期公演 2016年2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

東京公演vol.8 2016年2月9日（火）１９：00開演［東京文化会館 小ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,500円
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びわ湖ホール声楽アンサンブル

“笛の魔術師”と呼ばれるヨーラン・モンソンを中心に、ス
ウェーデンの伝統音楽をベースにしたバンドです。クリスマ
スの前に北欧の音楽をお楽しみください!

12月19日（土）１６：００開演［小ホール］
　  一般3,500（3,000）円　青少年（25歳未満）2,000円　
※公演当日、ご来場のみなさまにヨーラン・モンソンからのすてきなクリスマス・プレゼントを差し上げます!

ヨーラン・モンソン・バンドヨーラン・モンソン・バンド
大人の楽しみ方１９ 北欧トラッド

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）

印の公演は、びわ湖大津 秋の音楽祭の公演です。

出演：黒田恵美*（ソプラノ・語り）、岡本佐紀子（ピアノ）　
*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

［曲目］プーランク：「子象ババールの物語」



子供のためのシェイクスピア
『ロミオとジュリエット』

演劇
平成27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

８月２９日（土）14：00開演［中ホール］
　  大人3,500円　子ども（6歳～中学生）2,000円

作：Ｗ.シェイクスピア　翻訳：小田島雄志　脚本・演出：山崎清介
出演：加藤義宗、太宰美緒、山崎清介　ほか

子どもから大人まで幅広い層を魅了してきた
シェイクスピア作品のシリーズ。今回は、敵対
する両家に生まれた２人が恋に落ち、愛を貫
き通した一途な恋の物語『ロミオとジュリエッ
ト』を上演します。これまでにも星の数ほど上
演されてきたシェイクスピアの傑作です。

『ハムレット』（2014年）より
Ⓒ石川純

脚本・演出の山崎清介と
シェイクスピア人形

Ⓒ石川純

協 

　力 11月14日（土）１４：00開演［大ホール］

9月13日（日）１５：00開演［大ホール］
お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

S席7,500円　A席（4階）5,000円
ザ・アイリッシュダンス ラグース

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

S席10,000円　A席8,000円　B席6,000円　C席4,000円
チェコ国立ブルノ・フィルハーモニー管弦楽団

共
　催

11月15日（日）１７：00開演［大ホール］
お問い合わせ：びわ湖放送株式会社 077-524-0153

S席8,700円　A席6,700円　B席5,200円
ディズニー･オン･クラシック～まほうの夜の音楽会２０１５～

ドヴォルザーク作曲 歌劇『ルサルカ』
オペラへの招待

オペラ

昨年の オペラへの招待 歌劇『天国と地獄』より

（日本語上演／日本語字幕付）

（全3幕）

指揮：大勝秀也
演出・訳詞・お話：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

12月12日（土）・13日（日）両日とも１４：００開演［中ホール］
　  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＊

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切ない愛を描
いた名作歌劇『ルサルカ』を大人も子ど
もも楽しめるオペラとして新制作します。

平成27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　協賛：株式会社滋賀銀行

びわ湖ホール舞台芸術基金

若手から中堅のピアニストで弾き継いできたシリーズの最終回は、楽壇
の重鎮、野平一郎が登場。日本を代表する作曲家でもある野平による
「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必聴、必見のコンサート。

滋賀県出身、フランス国立リヨン高等音楽院大学院で学び、
近現代作品の演奏に定評のある実力派ピアニスト。「いつかは
じっくり向き合わなければならない作曲家」と語るベートーヴェンに、いま挑む。

国際コンクール初参加の18歳で、第5回浜松国際ピアノコン
クール第4位。20歳で第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。

11月21日（土）１４：００開演［小ホール］
　  

第9回 稲垣 聡

［曲目］ピアノ・ソナタ第1番、第2番、第12番「葬送」 ほか

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

10月17日（土）１４：００開演［小ホール］
　  

2007年ロン・ティボー国際コンクールにおいて弱冠20歳で第1位
に輝いた俊英のピアニスト。オールショパン・プログラムが好評を得
た2013年の「気軽にクラシック」シリーズに続き、2年ぶりにびわ湖ホールに登場。
［曲目］ピアノ・ソナタ第6番、第8番「悲愴」、第16番、第20番 ほか

Ⓒ武藤章Ⓒ武藤章

第8回 田村 響
９月21日（月・祝）１４：００開演［小ホール］
　  

［曲目］ピアノ・ソナタ第4番、第19番、第26番「告別」、6つのバガテル

第7回 関本昌平

Ⓒ相愛大学Ⓒ相愛大学

第10回 野平一郎

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回公演セット券（一般のみ）10,000円（びわ湖ホールチケットセンター電話・窓口のみの取扱い）

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

11月23日（月・祝）１５：00開演［大ホール］
　  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・E席 完売 青少年割引当日券

マリインスキー・バレエ『白鳥の湖』バレエ （全3幕）

管弦楽：マリインスキー劇場管弦楽団
※8月5日現在。キャストの正式発表は公演当日です。

予定キャスト：
オクサーナ・スコーリク（オデット／オディール）
ザンダー・パリッシュ（ジークフリート王子）

ロシアが世界に誇る由緒あるバレエ団が6年
ぶりにびわ湖ホールへ。1895年に同団がプ
ティパ振付で上演した後、世界中で数多く再
演されている３大バレエのひとつ『白鳥の湖』
をお届けします。

ⒸN.RazinaⒸN.Razina

大人3,000円　子ども（4歳～中学生）2,000円
9月26日（土）14：00開演［大ホール］
　  4歳から入場可

世界中で愛されている『シンデレラ』の物語
が、プロコフィエフの魅惑的な音楽とともに、わ
かりやすい構成のバレエになりました!
いじわるをされてもそれにめげず、努力して自分
の夢を叶えたシンデレラ。かわいいネズミが出
てきたり、魔法でかぼちゃが馬車に変身したり、
華やかな舞踏会のシーンもあります。4歳から
入場できますので、お子さまのバレエ鑑賞デビューにピッタリです。

新国立劇場バレエ団
こどものためのバレエ劇場『シンデレラ』

バレエ
平成27年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

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

［曲目］ジ・エンターテイナー、メイプル・リーフ・ラグ　ほか

ワールド
ミュージック 山中千尋 ニューヨーク・トリオＬＩＶＥ！
大人の楽しみ方１８ ジャズ

日本を代表するジャズ・ピアニスト山中千尋が、本場ニューヨーク
のメンバーで贈るジャズ・コンサート。今回のテーマは、20世紀初
頭のアメリカを熱狂させた「ラグタイム」。チャップリンが愛し、ガー
シュインらクラシック界にも影響を与えたジャズの源流を、卓越し
たアレンジャーでもある山中が解体／再構築。
沼尻竜典芸術監督お墨付きの圧倒的テクニックとパワフルな
演奏。山中千尋8年ぶりのびわ湖ホール公演をお聴き逃しなく!

スクラップ・アンド・ビルド

（イタリア語上演・日本語字幕付）

9月5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

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）
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：アンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィアーニ 第51回定期公演　モンテヴェルディ 歌劇『ポッペアの戴冠』より

びわ湖ホール声楽アンサンブル 第59回定期公演
モンテヴェルディ作曲 歌劇『オルフェオ』演奏会形式

声 楽

本山秀毅

多くの作曲家がオペラの題材としてとりあげてきたギリシャ神話「オルフェ
ウス」の物語。オペラの歴史がはじまるきっかけともなったモンテヴェルディ
による本作品を、古楽アンサンブルのアンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィ
アーニを迎えてお届けいたします。人々に愛され続けるバロックオペラ
の傑作を、びわ湖ホール声楽アン
サンブルの歌声でお楽しみください。

公演をより楽しめる古典芸能講座［歌舞伎編］を開催します。
9月6日（日）13：30 ～講座①「〈歌舞伎〉を隅から隅まで堪能しよう！」、15：30 ～講座②「大向うプチ体験」
受講料：2,000円（①・②通し券、自由席）　詳しくはHPをご覧ください。

松竹大歌舞伎
中村翫雀改め四代目中村鴈治郎襲名披露
『双蝶々曲輪日記 引窓』『襲名披露口上』『連獅子』

古典芸能

９月７日（月）12：30／17：00開演［中ホール］
　  Ｓ席6,000（5,500）円　Ａ席5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）4,000円

平成27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

１月に襲名したばかりの四代目中村鴈治郎の襲名披露公演として、親子の情愛を描いた『双
蝶々曲輪日記 引窓』、中村扇雀と虎之介の親子共演で歌舞伎舞踊の代
表作『連獅子』を上演します。『襲名披露口上』とあわせてお楽しみください。
※鴈治郎は、上方歌舞伎の大名跡です。
出演：坂田藤十郎、中村鴈治郎、市川左團次、中村扇雀　ほか

『ピン・ポン』演劇

構成・演出：佐藤  信　美術・演出：tupera tupera　振付・演出：竹屋啓子　

Ⓒ青木 司（2014年）Ⓒ青木 司（2014年）

平成24年度児童福祉文化賞推薦作品

10月12日（月・祝）１４：００開演［中ホール］
　  大人2,000円　子ども（3歳～中学生）1,000円 3歳から入場可

「かおノート」で人気の絵本作家 tupera tupera が美術を手掛けた“とびだす絵本”
のようなパフォーマンス。リズミカルに弾むカラフ
ルなピンポン玉、心地よい生演奏の音楽、つい
真似したくなるようなダンスなど、さまざまな要素
が子どもたちの想像力をかきたてます。せりふが
ないので、小さなお子さまも大人と一緒に楽しめ
ます。お子さまが参加できるコーナーもあり、初
めての観劇にぴったりです。

12月23日（水・祝）１５：00開演［大ホール］ S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500（2,000）円
［曲目］チャイコフスキー：交響曲第5番、ヴァイオリン協奏曲　ほか

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス 06-6868-0591

指揮：沼尻竜典　ヴァイオリン：徳永二男

日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演 vol.8

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

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

若杉・長野音楽基金

声楽・研修

11月14日（土）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

［受講予定曲目］ベートーヴェン：アデライーデ
シューベルト：魔王、楽に寄す　ほか

10月19日（月）１４：００開演［小ホール］
　  
　  

一般２，０００円　青少年（25歳未満）１，０００円（自由席）

スタインウェイ“ピノ”シリーズvol.2

劇場の歌たち
～オペラからミュージカルへ～

室内楽
若杉 弘 生誕80周年記念

若杉 弘初代芸術監督が指揮を務めた、びわ湖
ホール声楽アンサンブル第31回定期公演「劇場
の歌たち」を回顧。クラシックの枠を超えた「劇場の
歌たち」を若杉マエストロゆかりのピアノ“ピノ”の音
色とともに、お贈りします。

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

出演：中嶋康子*（ソプラノ）
森 季子*（メゾソプラノ）
二塚直紀*（テノール）
松森 治*（バス）

ピアノ：寺嶋陸也
［曲目］ワイル：オペラ『三文オペラ』より “モリタート”

林 光：オペラ『森は生きている』より “一瞬の今を”　ほか　

森 季子中嶋康子

松森 治二塚直紀 寺嶋陸也

小山由美 ドイツ歌曲研修 Ⅰ

※本公演は演奏会ではありません。

講師：小山由美（メゾ・ソプラノ）
ピアノ：寺嶋陸也　受講者：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー

第14回ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクール第2位受
賞。鮮烈のデビューより4年、溢れる才能と進化し続ける芸術
性で、ヴァイオリンの技巧と表現を余すところなくお楽しみいた
だけるプログラムをお届けします。

気軽にクラシック１１

小林 美樹
ヴァイオリン・リサイタル

室内楽

11月3日（火･祝）14：00開演［小ホール］
　  一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円＊

ⒸShingo AzumayaⒸShingo Azumayaピアノ：田村 響
［曲目］チャイコフスキー：懐かしい土地の思い出 

フランク：ヴァイオリン・ソナタ　ほか

日本を代表するメゾ・ソプラノ歌手の小山由美さんを招き、ドイツ・リートに深く言
及する歌曲研修を行います。びわ湖ホール声楽アンサンブル
が受講者となり、ドイツ・リートを演奏する際に必要な実践的な
技術、歌い方を第一線で活躍する歌手より学びます。

予定キャスト：小野絢子（シンデレラ）
福岡雄大（王子）

平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業名曲コンサート

小泉和裕指揮
日本センチュリー交響楽団

オーケストラ

名曲コンサートシリーズ初、待望のオーケストラ公演。
音楽史上に輝く偉大なる作曲家モーツァルトとベートー
ヴェンの代表作ともいうべき交響曲を、小泉和裕指揮、
日本センチュリー交響楽団の演奏でお届けします。

Ⓒs.yamamoto

S席4,000（3,500）円　A席3,000（2,500）円　B席2,000円　C席1,000円
青少年（25歳未満）S～B席1,500円　シアターメイツS～B席750円＊

9月27日（日）15：00開演［大ホール］
　  

［曲目］モーツァルト：交響曲 第41番「ジュピター」
ベートーヴェン：交響曲 第5番「運命」

日本センチュリー交響楽団

小泉和裕
ⒸIvan Maly

チ ケ ット 発 売 中 の 公 演 チ ケ ット 発 売 中 の 公 演



子供のためのシェイクスピア
『ロミオとジュリエット』

演劇
平成27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

８月２９日（土）14：00開演［中ホール］
　  大人3,500円　子ども（6歳～中学生）2,000円

作：Ｗ.シェイクスピア　翻訳：小田島雄志　脚本・演出：山崎清介
出演：加藤義宗、太宰美緒、山崎清介　ほか

子どもから大人まで幅広い層を魅了してきた
シェイクスピア作品のシリーズ。今回は、敵対
する両家に生まれた２人が恋に落ち、愛を貫
き通した一途な恋の物語『ロミオとジュリエッ
ト』を上演します。これまでにも星の数ほど上
演されてきたシェイクスピアの傑作です。

『ハムレット』（2014年）より
Ⓒ石川純

脚本・演出の山崎清介と
シェイクスピア人形

Ⓒ石川純

協 

　力 11月14日（土）１４：00開演［大ホール］

9月13日（日）１５：00開演［大ホール］
お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

S席7,500円　A席（4階）5,000円
ザ・アイリッシュダンス ラグース

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

S席10,000円　A席8,000円　B席6,000円　C席4,000円
チェコ国立ブルノ・フィルハーモニー管弦楽団

共
　催

11月15日（日）１７：00開演［大ホール］
お問い合わせ：びわ湖放送株式会社 077-524-0153

S席8,700円　A席6,700円　B席5,200円
ディズニー･オン･クラシック～まほうの夜の音楽会２０１５～

ドヴォルザーク作曲 歌劇『ルサルカ』
オペラへの招待

オペラ

昨年の オペラへの招待 歌劇『天国と地獄』より

（日本語上演／日本語字幕付）

（全3幕）

指揮：大勝秀也
演出・訳詞・お話：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

12月12日（土）・13日（日）両日とも１４：００開演［中ホール］
　  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＊

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切ない愛を描
いた名作歌劇『ルサルカ』を大人も子ど
もも楽しめるオペラとして新制作します。

平成27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　協賛：株式会社滋賀銀行

びわ湖ホール舞台芸術基金

若手から中堅のピアニストで弾き継いできたシリーズの最終回は、楽壇
の重鎮、野平一郎が登場。日本を代表する作曲家でもある野平による
「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必聴、必見のコンサート。

滋賀県出身、フランス国立リヨン高等音楽院大学院で学び、
近現代作品の演奏に定評のある実力派ピアニスト。「いつかは
じっくり向き合わなければならない作曲家」と語るベートーヴェンに、いま挑む。

国際コンクール初参加の18歳で、第5回浜松国際ピアノコン
クール第4位。20歳で第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。

11月21日（土）１４：００開演［小ホール］
　  

第9回 稲垣 聡

［曲目］ピアノ・ソナタ第1番、第2番、第12番「葬送」 ほか

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

10月17日（土）１４：００開演［小ホール］
　  

2007年ロン・ティボー国際コンクールにおいて弱冠20歳で第1位
に輝いた俊英のピアニスト。オールショパン・プログラムが好評を得
た2013年の「気軽にクラシック」シリーズに続き、2年ぶりにびわ湖ホールに登場。
［曲目］ピアノ・ソナタ第6番、第8番「悲愴」、第16番、第20番 ほか

Ⓒ武藤章Ⓒ武藤章

第8回 田村 響
９月21日（月・祝）１４：００開演［小ホール］
　  

［曲目］ピアノ・ソナタ第4番、第19番、第26番「告別」、6つのバガテル

第7回 関本昌平

Ⓒ相愛大学Ⓒ相愛大学

第10回 野平一郎

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回公演セット券（一般のみ）10,000円（びわ湖ホールチケットセンター電話・窓口のみの取扱い）

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

11月23日（月・祝）１５：00開演［大ホール］
　  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・E席 完売 青少年割引当日券

マリインスキー・バレエ『白鳥の湖』バレエ （全3幕）

管弦楽：マリインスキー劇場管弦楽団
※8月5日現在。キャストの正式発表は公演当日です。

予定キャスト：
オクサーナ・スコーリク（オデット／オディール）
ザンダー・パリッシュ（ジークフリート王子）

ロシアが世界に誇る由緒あるバレエ団が6年
ぶりにびわ湖ホールへ。1895年に同団がプ
ティパ振付で上演した後、世界中で数多く再
演されている３大バレエのひとつ『白鳥の湖』
をお届けします。

ⒸN.RazinaⒸN.Razina

大人3,000円　子ども（4歳～中学生）2,000円
9月26日（土）14：00開演［大ホール］
　  4歳から入場可

世界中で愛されている『シンデレラ』の物語
が、プロコフィエフの魅惑的な音楽とともに、わ
かりやすい構成のバレエになりました!
いじわるをされてもそれにめげず、努力して自分
の夢を叶えたシンデレラ。かわいいネズミが出
てきたり、魔法でかぼちゃが馬車に変身したり、
華やかな舞踏会のシーンもあります。4歳から
入場できますので、お子さまのバレエ鑑賞デビューにピッタリです。

新国立劇場バレエ団
こどものためのバレエ劇場『シンデレラ』

バレエ
平成27年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

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

［曲目］ジ・エンターテイナー、メイプル・リーフ・ラグ　ほか

ワールド
ミュージック 山中千尋 ニューヨーク・トリオＬＩＶＥ！
大人の楽しみ方１８ ジャズ

日本を代表するジャズ・ピアニスト山中千尋が、本場ニューヨーク
のメンバーで贈るジャズ・コンサート。今回のテーマは、20世紀初
頭のアメリカを熱狂させた「ラグタイム」。チャップリンが愛し、ガー
シュインらクラシック界にも影響を与えたジャズの源流を、卓越し
たアレンジャーでもある山中が解体／再構築。
沼尻竜典芸術監督お墨付きの圧倒的テクニックとパワフルな
演奏。山中千尋8年ぶりのびわ湖ホール公演をお聴き逃しなく!

スクラップ・アンド・ビルド

（イタリア語上演・日本語字幕付）

9月5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

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）
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：アンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィアーニ 第51回定期公演　モンテヴェルディ 歌劇『ポッペアの戴冠』より

びわ湖ホール声楽アンサンブル 第59回定期公演
モンテヴェルディ作曲 歌劇『オルフェオ』演奏会形式

声 楽

本山秀毅

多くの作曲家がオペラの題材としてとりあげてきたギリシャ神話「オルフェ
ウス」の物語。オペラの歴史がはじまるきっかけともなったモンテヴェルディ
による本作品を、古楽アンサンブルのアンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィ
アーニを迎えてお届けいたします。人々に愛され続けるバロックオペラ
の傑作を、びわ湖ホール声楽アン
サンブルの歌声でお楽しみください。

公演をより楽しめる古典芸能講座［歌舞伎編］を開催します。
9月6日（日）13：30 ～講座①「〈歌舞伎〉を隅から隅まで堪能しよう！」、15：30 ～講座②「大向うプチ体験」
受講料：2,000円（①・②通し券、自由席）　詳しくはHPをご覧ください。

松竹大歌舞伎
中村翫雀改め四代目中村鴈治郎襲名披露
『双蝶々曲輪日記 引窓』『襲名披露口上』『連獅子』

古典芸能

９月７日（月）12：30／17：00開演［中ホール］
　  Ｓ席6,000（5,500）円　Ａ席5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）4,000円

平成27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

１月に襲名したばかりの四代目中村鴈治郎の襲名披露公演として、親子の情愛を描いた『双
蝶々曲輪日記 引窓』、中村扇雀と虎之介の親子共演で歌舞伎舞踊の代
表作『連獅子』を上演します。『襲名披露口上』とあわせてお楽しみください。
※鴈治郎は、上方歌舞伎の大名跡です。
出演：坂田藤十郎、中村鴈治郎、市川左團次、中村扇雀　ほか

『ピン・ポン』演劇

構成・演出：佐藤  信　美術・演出：tupera tupera　振付・演出：竹屋啓子　

Ⓒ青木 司（2014年）Ⓒ青木 司（2014年）

平成24年度児童福祉文化賞推薦作品

10月12日（月・祝）１４：００開演［中ホール］
　  大人2,000円　子ども（3歳～中学生）1,000円 3歳から入場可

「かおノート」で人気の絵本作家 tupera tupera が美術を手掛けた“とびだす絵本”
のようなパフォーマンス。リズミカルに弾むカラフ
ルなピンポン玉、心地よい生演奏の音楽、つい
真似したくなるようなダンスなど、さまざまな要素
が子どもたちの想像力をかきたてます。せりふが
ないので、小さなお子さまも大人と一緒に楽しめ
ます。お子さまが参加できるコーナーもあり、初
めての観劇にぴったりです。

12月23日（水・祝）１５：00開演［大ホール］ S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500（2,000）円
［曲目］チャイコフスキー：交響曲第5番、ヴァイオリン協奏曲　ほか

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス 06-6868-0591

指揮：沼尻竜典　ヴァイオリン：徳永二男

日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演 vol.8

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

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

若杉・長野音楽基金

声楽・研修

11月14日（土）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

［受講予定曲目］ベートーヴェン：アデライーデ
シューベルト：魔王、楽に寄す　ほか

10月19日（月）１４：００開演［小ホール］
　  
　  

一般２，０００円　青少年（25歳未満）１，０００円（自由席）

スタインウェイ“ピノ”シリーズvol.2

劇場の歌たち
～オペラからミュージカルへ～

室内楽
若杉 弘 生誕80周年記念

若杉 弘初代芸術監督が指揮を務めた、びわ湖
ホール声楽アンサンブル第31回定期公演「劇場
の歌たち」を回顧。クラシックの枠を超えた「劇場の
歌たち」を若杉マエストロゆかりのピアノ“ピノ”の音
色とともに、お贈りします。

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

出演：中嶋康子*（ソプラノ）
森 季子*（メゾソプラノ）
二塚直紀*（テノール）
松森 治*（バス）

ピアノ：寺嶋陸也
［曲目］ワイル：オペラ『三文オペラ』より “モリタート”

林 光：オペラ『森は生きている』より “一瞬の今を”　ほか　

森 季子中嶋康子

松森 治二塚直紀 寺嶋陸也

小山由美 ドイツ歌曲研修 Ⅰ

※本公演は演奏会ではありません。

講師：小山由美（メゾ・ソプラノ）
ピアノ：寺嶋陸也　受講者：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー

第14回ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクール第2位受
賞。鮮烈のデビューより4年、溢れる才能と進化し続ける芸術
性で、ヴァイオリンの技巧と表現を余すところなくお楽しみいた
だけるプログラムをお届けします。

気軽にクラシック１１

小林 美樹
ヴァイオリン・リサイタル

室内楽

11月3日（火･祝）14：00開演［小ホール］
　  一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円＊

ⒸShingo AzumayaⒸShingo Azumayaピアノ：田村 響
［曲目］チャイコフスキー：懐かしい土地の思い出 

フランク：ヴァイオリン・ソナタ　ほか

日本を代表するメゾ・ソプラノ歌手の小山由美さんを招き、ドイツ・リートに深く言
及する歌曲研修を行います。びわ湖ホール声楽アンサンブル
が受講者となり、ドイツ・リートを演奏する際に必要な実践的な
技術、歌い方を第一線で活躍する歌手より学びます。

予定キャスト：小野絢子（シンデレラ）
福岡雄大（王子）

平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業名曲コンサート

小泉和裕指揮
日本センチュリー交響楽団

オーケストラ

名曲コンサートシリーズ初、待望のオーケストラ公演。
音楽史上に輝く偉大なる作曲家モーツァルトとベートー
ヴェンの代表作ともいうべき交響曲を、小泉和裕指揮、
日本センチュリー交響楽団の演奏でお届けします。

Ⓒs.yamamoto

S席4,000（3,500）円　A席3,000（2,500）円　B席2,000円　C席1,000円
青少年（25歳未満）S～B席1,500円　シアターメイツS～B席750円＊

9月27日（日）15：00開演［大ホール］
　  

［曲目］モーツァルト：交響曲 第41番「ジュピター」
ベートーヴェン：交響曲 第5番「運命」

日本センチュリー交響楽団

小泉和裕
ⒸIvan Maly

チ ケ ット 発 売 中 の 公 演 チ ケ ット 発 売 中 の 公 演
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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
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このパンフレットは再生紙を使用しています。このパンフレットは再生紙を使用しています。

〈アクセス〉

《駐車場のご案内》

〈アクセス〉

《駐車場のご案内》

チケットのお求めはお早めにどうぞ。 ●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

ヴァイオリンとチェロとピアノ、3つの楽器の個性が絶
妙に調和しながら奏でられるピアノ三重奏。3人が
真摯に向き合う姿は、それぞれの魅力が存分に発
揮されること間違いなし! 公演を前にヴァイオリン
奏者 玉井菜採さんにお話を伺いました。

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。

https://www.biwako-hall.or.jpインターネット予約

チケットセンター

（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）
TEL.077（523）7136

Ticket

2階チケットセンター
電話予約 窓口販売

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もしくは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、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。

【友の会優先発売】

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もしくはインターネットでお確かめください。

【一 般 発 売】

※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】　　　　　　　　 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・U24席／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）。

　今でも実家は大津ですが、穏やかな自然、田ん
ぼや瀬田川の流れ、立木観音や石山寺など、心
休まる場所が大好きです。

―4歳から滋賀県で過ごされたそうですが、
どんな思い出がありますか？

　やはり、琵琶湖の眺めが最高だと思います。普
通、コンサートホールは都市のもので、びわ湖ホー
ルのように緩やかに自然の風景と繋がるホールは
あまりないように思います。心の栄養である音楽に
接したあとで、コンクリートではなく、水辺の空気を
吸えるのはいいですね。

―びわ湖ホールの印象をお願いします。

　お二人とも尊敬する素晴らしい演奏家です。青
柳さんは端正なたたずまいとは裏腹に（？）めちゃく
ちゃ面白い方です。上森さんは情熱家。熱意の塊
のような方。熱いです。

―共演の青柳さんと上森さんはどんな方ですか？

　幽玄の世界のシューベルトのあとは、ピアノ･トリオ
の名曲でメインディッシュになりえる大曲ドヴォルジャー
クとベートーヴェンの２曲です。お腹いっぱいになるこ
と間違いなし。ピアノ･トリオとは室内楽でありながら、
それぞれの個性も聴き所です。手加減なし、丁々発止
の演奏になればと思います! おたのしみに。

―演奏を楽しみにされているお客様へひと
こといただけますか。

Special
　Interview

一般3,500（3,000）円　青少年（25歳未満）1,500円一般3,500（3,000）円　青少年（25歳未満）1,500円

［曲目］

ヴァイオリン：玉井菜採
チェロ：上森祥平　ピアノ：青柳 晋

シューベルト：ピアノ三重奏曲「ノットゥルノ」
ドヴォルジャーク：ピアノ三重奏曲 第4番「ドゥムキー」
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲 第7番「大公」10月1日（木）

　  
10月1日（木）
　  

14：00開演［小ホール］14：00開演［小ホール］

びわ湖の午後４６びわ湖の午後４６

玉井菜採×上森祥平×青柳 晋
深まる秋に響きあうピアノ・トリオ
玉井菜採×上森祥平×青柳 晋
深まる秋に響きあうピアノ・トリオ

―後進の指導も熱心になさっていますが、今
の学生はどんな感じですか？
　学生の多くはとても真摯に音楽に取り組んで
いますし、技術的には総じてレベルは上がってい
ると思います。しかし、本当の意味での表現力の
ある奏者はなかなか出てこないように思います。
ひとつ言えることは、他者の演奏にあまり興味が
ない学生が多いことです。ネットではワンクリック
で色々な音源や動画を視聴できますが、自分の
演奏のヒントにするだけで、その演奏家が誰な
のかとか、自分の好みの演奏家を持つということ
があまりないようです。私自身を含めて、切実に自
分が必要とし、また人が必要とするような演奏を
めざしたいものです。

―ヴァイオリンを始められたきっかけを教えて
ください。
　京都市交響楽団のヴァイオリン奏者だった両親
は、まず兄にヴァイオリンをやらせたくて、子どもサ
イズの楽器を誕生日にプレゼント。しかし兄は断固
拒否! 無理強いはだめだと悟った両親は、私の時
にはさりげなーく調弦した楽器を目につくところに
置いておく作戦に。その目論見通り、私は童謡を
見よう見まねで弾き始め、、、現在に至ります。いつ
の間にか、音楽以外の進路は考えなくなりました。
　東京に出て桐朋女子高等学校音楽科に入学
すると、15歳で世界を目指す同級生がいることに
ショックを受けましたが・・・。

玉井菜採

上森祥平 青柳 晋


