
チケット発売中の公演

第21期 びわ湖ホール劇場サポーター募集!

※詳細はびわ湖ホールＨＰをご覧ください。

びわ湖ホールでの自主公演をはじめ、舞台芸術の魅力をほかのサポーターたちと共に
広めていきませんか？ 楽しいサポーター仲間たちが皆さまをお待ちしています。

第21期 びわ湖ホール劇場サポーター募集!

びわ湖ホールで主催する公演の魅力を口コミなどで周囲へのＰＲ活動。
舞台芸術に関するオペラなどの関連講座を受講、舞台芸術に関する知識を
深めていただきます。
サポーター同士の交流会にて、舞台芸術愛好の輪を広げていただきます。

活動1活動1
活動2活動2

活動3活動3

ソテツシジミ「とんだとんだ」　ペーパーカット: 今森光彦ソテツシジミ「とんだとんだ」　ペーパーカット: 今森光彦

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
2公演セット券（S席）30,000（28,000）円

3月5日（土）・6日（日）両日とも１４：００開演［大ホール］

青少年割引当日券

①1月31日（日） 講師：三宅幸夫（慶應義塾大学名誉教授）
②2月14日（日） 講師：伊東史明（神戸大学講師）
③2月21日（日） 講師：藤野一夫（神戸大学教授）
料金3,000円（①・②・③通し券、自由席）

①12月19日（土）　　　　　　　　②1月24日（日）10：00開講
講師：東条碩夫（音楽評論家）　料金2,000円（①・②通し券、自由席）

終了しました
オペラ入門講座 歌劇『さまよえるオランダ人』（全2回） ［コラボしが２１ 3F 大会議室］

ワーグナー・ゼミナール（上級編・全３回）全日とも10：30開講［リハーサル室］

びわ湖ホール プロデュースオペラ
びわ湖ホール

オペラ
（ドイツ語上演・日本語字幕付）

上演時間 約2時間15分（休憩なし）
（抜粋・日本語上演）

平成27年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業
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

プレトーク・マチネ
『さまよえるオランダ人』の聴きどころ、見どころをご紹介。

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）
　　  岩川亮子**（ソプラノ）、津國直樹*（バリトン）、岡本佐紀子（ピアノ）

2月7日（日）14：00 ～［中ホール］　＊入場無料・事前申込不要

オペラ・ワークショップ
公演直前の舞台装置や衣裳をご覧いただきながら、演出家等が公演についてお話します。

出演：ミヒャエル・ハンペ、ヘニング・フォン・ギールケ　ほか
3月6日（日）10：00 ～ [大ホール]　
参加費：1,000円（本公演チケット提示の方は無料）、事前申込不要

ワーグナー作曲 歌劇『さまよえるオランダ人』（全3幕）
フンパーディンク作曲 歌劇『ヘンゼルとグレーテル』

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

ワーグナー初期の傑作『さまよえるオランダ人』を、演出にドイツオペラ界が
誇る世界的巨匠ミヒャエル・ハンぺ、舞台装置と衣裳デザ
イナーに絵画、映画、オペラ等で世界的に活躍している
ヘニング・フォン・ギールケを迎え、新演出の舞台でワーグ
ナーの真髄を今に伝える壮大な舞台を創り上げます。

ミヒャエル・ハンペ

ロバート・ボーク

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー
指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演出：ミヒャエル・ハンぺ
キャスト：〈5日〉青山 貴、妻屋秀和、橋爪ゆか、福井 敬、小山由美

　　  清水徹太郎* 
〈6日〉ロバート・ボーク、斉木健詞、横山恵子、樋口達哉
　　  竹本節子、高橋 淳

1/20（水） 申込受付開始

広い劇場で災害が発生した場合、どのようにして避難することが大切な
のでしょうか？ 今回は、公演中に災害が発生した場合を想定し避難を体
験していただきます。

入場無料（往復はがきにて要事前申込）
3月12日（土）13：30開演［中ホール］

避難訓練コンサート避難訓練コンサート

2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］

2月27日（土） 11：00～11：30
出演：友清 崇（オランダ人役カヴァー・キャスト）、田崎尚美（ゼンダ役カヴァー・キャスト）　ほか

歌劇『さまよえるオランダ人』ロビーコンサート歌劇『さまよえるオランダ人』ロビーコンサート

2月10日（水） １３：００～１３：３０

［曲目］B.ストレイホーン：Ａ列車で行こう、R.ロジャース：マイ・ファニー・バレンタイン　ほか
出演：西村有香里（テナーサクソフォン）、山田静香（ピアノ）、平川雅子（ベース）

京阪電車石山坂本線を走る『石坂青春号』とのコラボレーション企画のロビーコンサート。
「初恋・これから」をテーマに、女性3人によるジャズの演奏をお贈りします。

未　　来

電車と青春２１文字のメッセージ

初恋ロビーコンサート
電車と青春２１文字のメッセージ

初恋ロビーコンサート

びわ湖ホール 公演チケット情報2月号びわ湖ホール 公演チケット情報2月号
（No.212/2016.1.20発行）（No.212/2016.1.20発行）
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出演：森 季子*（ヘンゼル）、黒田恵美*（グレーテル）、竹内直紀*（魔女）、加藤英雄（ピアノ）

～魔女がストーリー仕立てでご案内します～

**びわ湖ホール声楽アンサンブル･メンバー　*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

※申込方法等詳細は、びわ湖ホールHPもしくはチラシをご覧ください。
※座席は事前に指定させていただきます。お申込時に座席をお選びいただくことはできません。ご了承ください。
※階段の昇降などもございますので、動きやすい服装でお越しください。

もしも、コンサート中に
災害が起こったら…？
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［曲目］ベートーヴェン：ヴァイオリン･ソナタ 第7番、ブラームス：ヴァイオリン･ソナタ 第2番　ほか
お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

S席7,000円　A席5,000円　B席3,000円
2月6日（土）17：00開演［大ホール］
樫本大進＆コンスタンチン・リフシッツ

お問い合わせ：ムジカキラリ 090-5051-4330

一般3,000円　ペアチケット〈一般2枚〉5,000円　高校生以下2,000円（全席自由）
［曲目］モーツァルト:モテット“踊れ、喜べ、幸いなる魂よ”　ほか

2月14日（日）14：00開演［小ホール］
中嶋康子（びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー）ソプラノ･リサイタル

［曲目］ハイドン：交響曲 第6番「朝」、ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番、ブラームス：交響曲 第4番

5月27日（金）19：00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19,000円　A席17,000円　B席15,000円　C席・D席取扱終了
ピアノ：アリス=紗良・オット

佐渡 裕＆トーンキュンストラー管弦楽団

2月11日（木・祝）１４：００開演［中ホール］

※当日券の有無・購入方法については、2/10（水）にびわ湖ホールHPにてお知らせします。

S席5,000（4,500）円　A席4,000円 青少年割引当日券

作・演出：永井 愛
出演：黒木 華、平 岳大、木野 花　ほか

わずか24年という生涯で「たけくらべ」
「にごりえ」などの名作を残した樋口一
葉。その半生を描き、初演時に数々の
賞を受賞した話題作を、ドラマ「天皇の
料理番」でも注目を集めた黒木 華をは
じめ、実力派キャストで再演します。

二兎社『書く女』演劇

平成27年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

終演後、永井 愛（作･演出）によるアフタートークを行います。
司会：畑 律江（毎日新聞社 学芸部 専門編集委員）

完売御礼

Ⓒ飯田佳奈子

沼尻竜典びわ湖ホール芸術監督が手がける人気シリーズ第
4弾。リューベック歌劇場音楽総監督も務め、自身初のオペ
ラ作品である歌劇『竹取物語』を世に送り出すなど、指揮者と
してだけではなく作曲家としても活躍している沼尻竜典。
少年期には合唱団に所属し、高校時代にはクラス合唱のた
めに合唱曲を作曲した沼尻自らが「日本合唱音楽の古典」と
呼ぶにふさわしい名曲の数 を々選曲しました。
日本を代表する作曲家 三善晃による女声合唱のための「三
つの抒情」、NHK合唱コンクール
の課題曲“海はなかった”をはじめ、
海が見せるさまざまな姿を組曲と
して描いた廣瀬量平作曲「海の
詩」、7声部ものパートに分かれ、
アイヌ民謡をモチーフに躍動感あ
ふれる情景を描く「コタンの歌」な
ど、演奏家の力量が試される正統
派の合唱作品ばかりです。

世界的アーティスト・グループ“ダムタイプ”創設メン
バーのひとり 高谷史郎が手がけるパフォーマンス
作品。フランスでの世界初演、ベルギー公演で喝采
を浴びた〈明るい部屋〉〈CHROMA〉に続く新作、
待望の日本初演です。
ディレクション：高谷史郎
音楽：坂本龍一、原 摩利彦、南 琢也
出演：鶴田真由、オリビエ･バルザリーニ
　　 平井優子、薮内美佐子

23日（土）終演後、アフタートークを行います。
ゲスト：浅田 彰（京都造形芸術大学教授）

助成：芸術文化振興基金助成事業

パフォーマンス 高谷史郎 新作パフォーマンス〈ST/LL〉
びわ湖ホール/ル・ヴォルカン国立舞台/ダムタイプオフィス共同制作

一般4,500（4,000）円　青少年（25歳未満）3,000円

1月23日（土）・24日（日）両日とも１４：００開演［中ホール］

学ラン姿で踊る男性ダンス集団コンドルズ。『ガリバー
旅行記』がモチーフの「GIGANT」では主宰・振
付の近藤良平がガリバーに扮し、さまざまな国を
旅して敵と対峙するお話をダンスで表現します。
コンドルズらしいスパイスの効いた寸劇などを入
れた楽しい作品です。
今回は、公募した小学生によるオープニングアクト
も上演します。コンドルズ・メンバーの指導のもと、３
回のワークショップを経て、子ども達が創作した１５
分の作品です。ぜひお楽しみに!

構成・映像・振付：近藤良平

平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

ダンス コンドルズ「GIGANT ～ギガント～」

一般5,000円　青少年（25歳未満）3,000円 

2月13日（土）１４：００開演［中ホール］

ⒸHARUⒸHARU

大人2,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円

3月19日（土）１４：００開演［大ホール］

どこかで聴いたことのある曲や、子どもたちにぜひ聴いてもらいたい名曲の数々
を、日本が世界に誇る名指揮者 飯守泰次郎率いる関西フィルハーモニー管弦
楽団のフルオーケストラ演奏でお贈りします。子どもたち
が楽しみながら学べるように工夫を凝らしたオリジナル
プログラムで、音楽の世界旅行をしてみませんか？
 「観光列車」で出発! イギリス、エジプト、日本、海を渡っ
てアメリカへ・・・。
パスポートもスーツ
ケースもいりません! 
毎年大人気の指揮
者体験コーナーもお
楽しみに！！

指揮：飯守泰次郎　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団
［曲目］ J.シュトラウスⅡ世：ポルカ「観光列車」

ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番（指揮者体験コーナー）
ヴェルディ：歌劇『アイーダ』より 凱旋行進曲
ドヴォルザーク：交響曲 第9番「新世界より」第4楽章
エルガー：行進曲「威風堂々」第1番　ほか

指揮：飯守泰次郎

平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

オーケストラ 子どものための管弦楽教室 第12回
　 八十分間世界一周

モーツァルト作曲 歌劇『フィガロの結婚』
びわ湖ホール オペラへの招待

オペラ
（イタリア語上演・日本語字幕付）

（全4幕）

3月26日（土）・27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

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

不動の人気と上演回数を誇るモーツァ
ルトの名作『フィガロの結婚』を上演。
指揮にイタリアでも活躍する園田隆一
郎、演出に岩田達宗を迎え、躍動感あ
ふれる舞台をお届けします。軽やかで優
美なアンサンブルをお楽しみください。

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

4月17日（日）15：00開演［大ホール］
S席6,000円　A席5,000円　B席3,500円
ヴァイオリン：漆原啓子

［曲目］ブラームス：ヴァイオリン協奏曲、チャイコフスキー：交響曲 第4番　ほか

篠﨑靖男プロデュース第6弾 日本センチュリー交響楽団
浪漫爛漫 ブラームス＆チャイコフスキー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

びわ湖ホール舞台芸術基金

［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

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ピアノ：渡辺治子　

びわ湖ホール声楽アンサンブル

沼尻竜典
ⒸRYOICHI ARATANIⒸRYOICHI ARATANI

オペラへの招待 歌劇『ルサルカ』（2015年）より

岩田達宗
Ⓒ大阪音楽大学Ⓒ大阪音楽大学

園田隆一郎

第60回定期公演
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
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

声 楽

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

入会方法など詳しくはびわ湖ホールホームページをご覧ください。

※2015年度の優待公演はすべて終了いたしました。

入会時に劇場を
楽しむための
オリジナルブックを
プレゼント

会員限定イベントなど特典もいっぱい!

シアターメイツ優待公演は
青少年チケット料金の半額

シアターメイツ
会員限定イベントに
参加できる

特典１

特典2 特典3

入会金・年会費無料入会金・年会費無料

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

指揮：園田隆一郎
演出・お話：岩田達宗
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

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。

支援プログラム

※上記以外の寄付に関することも承ります。

びわ湖ホール舞台芸術基金びわ湖ホール舞台芸術基金
～ 舞台芸術へのご寄付をお待ちしています ～

皆さまから頂戴したご寄付は、基金として大切にお預かりし、以下の３種類の
事業に活用しています。（ご寄付の際にお選びいただけます。）

• びわ湖ホール声楽アンサンブルの公演活動やメンバーの育成に関する事業
• 子どもや若い人に本物の舞台芸術にふれていただいたりアーティストを育成する事業
• びわ湖ホールの自主事業全般

お問い合わせ：びわ湖ホール広報マーケティング部　TEL.077-523-7140
　　　　　　 （火曜日休館、休日の場合は翌日）

インターネットでお申込み&クレジットカードによる決済
にて簡単にお手続きいただけます。

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

関西フィルハーモニー管弦楽団
Ⓒs.yamamotoⒸs.yamamoto

◀びわ湖ホールシアターメイツ特別顧問
　にゃんばら先生

6歳から18歳(1997年4月以降生まれ)までの方なら誰でも
会員になれます。

〈伯　　爵〉
〈伯爵夫人〉
〈スザンナ〉
〈フィガロ〉
〈ケルビーノ〉
〈マルチェッリーナ〉
〈バルトロ〉
〈バジリオ〉
〈クルツィオ〉
〈バルバリーナ〉
〈アントニオ〉

26日（土） 27日（日）
五島真澄
岩川亮子
藤村江李奈
砂場拓也
鈴木 望
本田華奈子

島影聖人
増田貴寛

林 隆史
黒澤明子*
飯嶋幸子
的場正剛
山際きみ佳
森 季子*

古屋彰久
川野貴之

*ソロ登録メンバー

相沢 創*（両日）

栗原未和*（両日）
迎 肇聡*（両日）

完売御礼
※当日券の有無・購入方法については、2/5（金）に
　びわ湖ホールHPにてお知らせします。

会 員 募 集 中

びわ湖ホール

チ ケ ッ ト 発 売 中 の 公 演 チ ケ ッ ト 発 売 中 の 公 演
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　力

［曲目］ベートーヴェン：ヴァイオリン･ソナタ 第7番、ブラームス：ヴァイオリン･ソナタ 第2番　ほか
お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

S席7,000円　A席5,000円　B席3,000円
2月6日（土）17：00開演［大ホール］
樫本大進＆コンスタンチン・リフシッツ

お問い合わせ：ムジカキラリ 090-5051-4330

一般3,000円　ペアチケット〈一般2枚〉5,000円　高校生以下2,000円（全席自由）
［曲目］モーツァルト:モテット“踊れ、喜べ、幸いなる魂よ”　ほか

2月14日（日）14：00開演［小ホール］
中嶋康子（びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー）ソプラノ･リサイタル

［曲目］ハイドン：交響曲 第6番「朝」、ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番、ブラームス：交響曲 第4番

5月27日（金）19：00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19,000円　A席17,000円　B席15,000円　C席・D席取扱終了
ピアノ：アリス=紗良・オット

佐渡 裕＆トーンキュンストラー管弦楽団

2月11日（木・祝）１４：００開演［中ホール］

※当日券の有無・購入方法については、2/10（水）にびわ湖ホールHPにてお知らせします。

S席5,000（4,500）円　A席4,000円 青少年割引当日券

作・演出：永井 愛
出演：黒木 華、平 岳大、木野 花　ほか

わずか24年という生涯で「たけくらべ」
「にごりえ」などの名作を残した樋口一
葉。その半生を描き、初演時に数々の
賞を受賞した話題作を、ドラマ「天皇の
料理番」でも注目を集めた黒木 華をは
じめ、実力派キャストで再演します。

二兎社『書く女』演劇

平成27年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

終演後、永井 愛（作･演出）によるアフタートークを行います。
司会：畑 律江（毎日新聞社 学芸部 専門編集委員）

完売御礼

Ⓒ飯田佳奈子

沼尻竜典びわ湖ホール芸術監督が手がける人気シリーズ第
4弾。リューベック歌劇場音楽総監督も務め、自身初のオペ
ラ作品である歌劇『竹取物語』を世に送り出すなど、指揮者と
してだけではなく作曲家としても活躍している沼尻竜典。
少年期には合唱団に所属し、高校時代にはクラス合唱のた
めに合唱曲を作曲した沼尻自らが「日本合唱音楽の古典」と
呼ぶにふさわしい名曲の数 を々選曲しました。
日本を代表する作曲家 三善晃による女声合唱のための「三
つの抒情」、NHK合唱コンクール
の課題曲“海はなかった”をはじめ、
海が見せるさまざまな姿を組曲と
して描いた廣瀬量平作曲「海の
詩」、7声部ものパートに分かれ、
アイヌ民謡をモチーフに躍動感あ
ふれる情景を描く「コタンの歌」な
ど、演奏家の力量が試される正統
派の合唱作品ばかりです。

世界的アーティスト・グループ“ダムタイプ”創設メン
バーのひとり 高谷史郎が手がけるパフォーマンス
作品。フランスでの世界初演、ベルギー公演で喝采
を浴びた〈明るい部屋〉〈CHROMA〉に続く新作、
待望の日本初演です。
ディレクション：高谷史郎
音楽：坂本龍一、原 摩利彦、南 琢也
出演：鶴田真由、オリビエ･バルザリーニ
　　 平井優子、薮内美佐子

23日（土）終演後、アフタートークを行います。
ゲスト：浅田 彰（京都造形芸術大学教授）

助成：芸術文化振興基金助成事業

パフォーマンス 高谷史郎 新作パフォーマンス〈ST/LL〉
びわ湖ホール/ル・ヴォルカン国立舞台/ダムタイプオフィス共同制作

一般4,500（4,000）円　青少年（25歳未満）3,000円

1月23日（土）・24日（日）両日とも１４：００開演［中ホール］

学ラン姿で踊る男性ダンス集団コンドルズ。『ガリバー
旅行記』がモチーフの「GIGANT」では主宰・振
付の近藤良平がガリバーに扮し、さまざまな国を
旅して敵と対峙するお話をダンスで表現します。
コンドルズらしいスパイスの効いた寸劇などを入
れた楽しい作品です。
今回は、公募した小学生によるオープニングアクト
も上演します。コンドルズ・メンバーの指導のもと、３
回のワークショップを経て、子ども達が創作した１５
分の作品です。ぜひお楽しみに!

構成・映像・振付：近藤良平

平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

ダンス コンドルズ「GIGANT ～ギガント～」

一般5,000円　青少年（25歳未満）3,000円 

2月13日（土）１４：００開演［中ホール］

ⒸHARUⒸHARU

大人2,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円

3月19日（土）１４：００開演［大ホール］

どこかで聴いたことのある曲や、子どもたちにぜひ聴いてもらいたい名曲の数々
を、日本が世界に誇る名指揮者 飯守泰次郎率いる関西フィルハーモニー管弦
楽団のフルオーケストラ演奏でお贈りします。子どもたち
が楽しみながら学べるように工夫を凝らしたオリジナル
プログラムで、音楽の世界旅行をしてみませんか？
 「観光列車」で出発! イギリス、エジプト、日本、海を渡っ
てアメリカへ・・・。
パスポートもスーツ
ケースもいりません! 
毎年大人気の指揮
者体験コーナーもお
楽しみに！！

指揮：飯守泰次郎　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団
［曲目］ J.シュトラウスⅡ世：ポルカ「観光列車」

ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番（指揮者体験コーナー）
ヴェルディ：歌劇『アイーダ』より 凱旋行進曲
ドヴォルザーク：交響曲 第9番「新世界より」第4楽章
エルガー：行進曲「威風堂々」第1番　ほか

指揮：飯守泰次郎

平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

オーケストラ 子どものための管弦楽教室 第12回
　 八十分間世界一周

モーツァルト作曲 歌劇『フィガロの結婚』
びわ湖ホール オペラへの招待

オペラ
（イタリア語上演・日本語字幕付）

（全4幕）

3月26日（土）・27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

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

不動の人気と上演回数を誇るモーツァ
ルトの名作『フィガロの結婚』を上演。
指揮にイタリアでも活躍する園田隆一
郎、演出に岩田達宗を迎え、躍動感あ
ふれる舞台をお届けします。軽やかで優
美なアンサンブルをお楽しみください。

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

4月17日（日）15：00開演［大ホール］
S席6,000円　A席5,000円　B席3,500円
ヴァイオリン：漆原啓子

［曲目］ブラームス：ヴァイオリン協奏曲、チャイコフスキー：交響曲 第4番　ほか

篠﨑靖男プロデュース第6弾 日本センチュリー交響楽団
浪漫爛漫 ブラームス＆チャイコフスキー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

びわ湖ホール舞台芸術基金

［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

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ピアノ：渡辺治子　

びわ湖ホール声楽アンサンブル

沼尻竜典
ⒸRYOICHI ARATANIⒸRYOICHI ARATANI

オペラへの招待 歌劇『ルサルカ』（2015年）より

岩田達宗
Ⓒ大阪音楽大学Ⓒ大阪音楽大学

園田隆一郎

第60回定期公演
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
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

声 楽

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

入会方法など詳しくはびわ湖ホールホームページをご覧ください。

※2015年度の優待公演はすべて終了いたしました。

入会時に劇場を
楽しむための
オリジナルブックを
プレゼント

会員限定イベントなど特典もいっぱい!

シアターメイツ優待公演は
青少年チケット料金の半額

シアターメイツ
会員限定イベントに
参加できる

特典１

特典2 特典3

入会金・年会費無料入会金・年会費無料

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

指揮：園田隆一郎
演出・お話：岩田達宗
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

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。

支援プログラム

※上記以外の寄付に関することも承ります。

びわ湖ホール舞台芸術基金びわ湖ホール舞台芸術基金
～ 舞台芸術へのご寄付をお待ちしています ～

皆さまから頂戴したご寄付は、基金として大切にお預かりし、以下の３種類の
事業に活用しています。（ご寄付の際にお選びいただけます。）

• びわ湖ホール声楽アンサンブルの公演活動やメンバーの育成に関する事業
• 子どもや若い人に本物の舞台芸術にふれていただいたりアーティストを育成する事業
• びわ湖ホールの自主事業全般

お問い合わせ：びわ湖ホール広報マーケティング部　TEL.077-523-7140
　　　　　　 （火曜日休館、休日の場合は翌日）

インターネットでお申込み&クレジットカードによる決済
にて簡単にお手続きいただけます。

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

関西フィルハーモニー管弦楽団
Ⓒs.yamamotoⒸs.yamamoto

◀びわ湖ホールシアターメイツ特別顧問
　にゃんばら先生

6歳から18歳(1997年4月以降生まれ)までの方なら誰でも
会員になれます。

〈伯　　爵〉
〈伯爵夫人〉
〈スザンナ〉
〈フィガロ〉
〈ケルビーノ〉
〈マルチェッリーナ〉
〈バルトロ〉
〈バジリオ〉
〈クルツィオ〉
〈バルバリーナ〉
〈アントニオ〉

26日（土） 27日（日）
五島真澄
岩川亮子
藤村江李奈
砂場拓也
鈴木 望
本田華奈子

島影聖人
増田貴寛

林 隆史
黒澤明子*
飯嶋幸子
的場正剛
山際きみ佳
森 季子*

古屋彰久
川野貴之

*ソロ登録メンバー

相沢 創*（両日）

栗原未和*（両日）
迎 肇聡*（両日）

完売御礼
※当日券の有無・購入方法については、2/5（金）に
　びわ湖ホールHPにてお知らせします。

会 員 募 集 中

びわ湖ホール

チ ケ ッ ト 発 売 中 の 公 演 チ ケ ッ ト 発 売 中 の 公 演



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

〒520-0806 大津市打出浜15-1　TEL.077（523）7133　https://www.biwako-hall.or.jp
Stage No.212　平成28年1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。

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

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）。

遥か昔から多くの作曲家が自然に魅せられ、自然からインスピレーションを得た素晴らしい作品を生み出しました。作曲家たちを魅了した自然へオマージュを捧げます。

ラ・フォル・ジュルネ びわ湖 ２０１６ 開催決定！
人も、音楽も、自然から生まれた。

今回も国内外から多数の演奏家を迎え、3日間で70回以上のコンサートをご用意しています。

ここに注目!

ここに注目!

〈アクセス〉

《駐車場のご案内》

4月29日（金・祝）・30日（土）・5月1日（日）4月29日（金・祝）・30日（土）・5月1日（日）ラ・フォル・ジュルネ びわ湖２０１６
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール全館、大津港、遊覧船ミシガン、ピアザ淡海滋賀県立県民交流センター　ほか

フランス発クラシック音楽の祭典

ここに注目!
音楽祭のオープニングをショスタコーヴィチ
作曲 オラトリオ「森の歌」で飾ります。一般
公募の合唱団、大津児童合唱団とびわ湖
ホール声楽アンサンブル、そして日本セン
チュリー交響楽団の演奏による壮麗な響き
の大合唱にぜひご期待ください。

昨年初めて開催し、好評を得た「湖上公演」を今年
も開催!
琵琶湖の上で、湖面をわたる風と太陽を浴びなが
ら美しい音楽をお楽しみいただきます。

毎年完売となっている「０歳児からのコ
ンサート」や小さなお子さまも楽しめるプ
ログラムも充実! ご家族で気軽に音楽と
ふれあうことができます。

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

2/25（木）１０：００ びわ湖ホール友の会優先発売　2/28（日）１０：００ 一般発売

ラ・フォル・ジュルネ
アーティスティック・ディレクター

ルネ・マルタン●1公演約45分! いくつもの
　プログラムを気軽にハシゴできる!

●一流の演奏をリーズナブルに楽しめる!

●無料イベントやお子さま向け
　　　　　プログラムもいっぱい!

●街全体に音楽があふれ
　　　「お祭り」ムード一色に!

フランスで生まれ、2005
年東京に初上陸した
ラ・フォル・ジュルネ・オ・
ジャポン。
現在では、金沢・新潟・

びわ湖を加えた4都市で同時期に開催さ
れており、その画期的なプログラミングと
各演奏会の質の高さが常に高い評価を
得ています。


