
ミカドウスバシロチョウ　ペーパーカット: 今森光彦ミカドウスバシロチョウ　ペーパーカット: 今森光彦

2/25（木） 友の会優先発売　2/28（日） 一般発売 3/10（木） 友の会優先発売　3/12（土） 一般発売

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

4月29日（金・祝）・4月30日（土）・5月1日（日）

びわ湖ホール 公演チケット情報3月号びわ湖ホール 公演チケット情報3月号
（No.213/2016.2.20発行）（No.213/2016.2.20発行）
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●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な料金で楽しめる!

●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!

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

人も、音楽も、自然から生まれた。

ラ・フォル・ジュルネ びわ湖 ２０１６
フランス発クラシック音楽の祭典

TEL.0570-084-005

2月26日（金）10：00～2月27日（土）23：59

2月27日（土）10：00～23：59
http://eplus.jp/lfj/（パソコン・スマートフォン・携帯）、ファミリーマート店舗「Famiポート」

http://pia.jp、セブン–イレブン店頭マルチコピー機（ぴあを選択）

2月27日（土）10：00～23：59
http://l-tike.com/、ローソン・ミニストップ店舗「Loppi」

ぴあプリセール＆セブン‐イレブン店舗先行予約

e+（イープラス）先行予約

ローソンチケット先行予約

『マクベス』 構成・演出 野村萬斎『マクベス』 構成・演出 野村萬斎

東京バレエ団

こどものためのバレエ『ドン・キホーテの夢』こどものためのバレエ『ドン・キホーテの夢』

大人3,000円　子ども（4歳～中学生）2,000円
7月27日（水）16：００開演［大ホール］

ドン・キホーテの従者サンチョ・パンサ
と馬のロシナンテが案内役の、若い二
人の恋物語。お子さまやバレエが初め
ての方にも楽しんでいただけ、大人に
も見ごたえのある作品です。
音楽：L.ミンクス　ほか　
演出・振付 ウラジーミル・ワシーリエフ 
出演：東京バレエ団　

S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）2,000円
7月9日（土）12：00開演／17：00開演［中ホール］

わずか5人の出演者で、登場人物が抱える不
安や葛藤などの内面を丁寧に描いた、野村
萬斎版『マクベス』。日本文化の枠を結集し、
能狂言のミニマルな演出を取り入れ、海外で
大好評を得た作品です。
作：W.シェイクスピア　翻訳：河合祥一郎　
構成・演出：野村萬斎
出演：野村萬斎、鈴木砂羽、小林桂太、高田恵篤、福士惠二

※17：00公演後に野村萬斎によるポストパフォーマンス・トークを開催。

講師：河合祥一郎（東京大学教授）
6月4日（土）１４：00開講［コラボしが21 3階大会議室］
料金：1,000円（自由席）

シェイクスピア講座（全１回）
同時発売

Ⓒ石川純

すずな
講師：菘 あつこ（舞踊ジャーナリスト)
①  5月29日（日）14：00開講［リハーサル室］
②　7月27日（水）１３：３0開講［ピアザ淡海207会議室］
　  講座後、『ドン・キホーテの夢』を鑑賞します。
③11月13日（日）14：00開講［リハーサル室］
料金:4,000円（自由席、①・②・③通し券、鑑賞チケット込）

バレエ入門講座（全3回）

※詳細はびわ湖ホールHP・チラシをご覧ください。



2月・3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］

ミヒャエル・ハンペ

ロバート・ボーク

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）

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』全幕を上
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。

共
　催

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　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

［曲目］

篠﨑靖男プロデュース・オーケストラシリーズ 第6弾
浪漫爛漫 ブラームス＆チャイコフスキー

オペラへの招待 歌劇『ルサルカ』（2015年）より

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

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

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

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。

岩田達宗
Ⓒ大阪音楽大学Ⓒ大阪音楽大学

園田隆一郎

〈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

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

相沢 創*（両日）

栗原未和*（両日）
迎 肇聡*（両日）

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（ゼンタ役カヴァー・キャスト）
　　 ピアノ：大藤玲子

オランダ人のモノローグ「もう期限は過ぎた」
ゼンタのバラード　ほか

［曲目］

3月19日（土） 11：00～11：30

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

黒澤明子 ロビーコンサート黒澤明子 ロビーコンサート

出演：黒澤明子*（ソプラノ）、岡本佐紀子（ピアノ）

別宮貞雄：さくら横ちょう
プッチーニ：歌劇『ラ・ボエーム』より「あなたの愛の声に呼ばれて出た家に」　ほか

［曲目］
*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

〈オランダ人〉
〈ダーラント〉
〈ゼンタ〉
〈エリック〉
〈マリー〉
〈舵　手〉

5日（土） 6日（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

青山　貴
妻屋秀和
橋爪ゆか
福井　敬
小山由美
清水徹太郎*　
*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 プロデュースオペラ

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）

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

ワーグナー作曲 歌劇『さまよえるオランダ人』（全3幕）

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、映像を駆
使した新演出の舞台でワーグナーの神髄を今に伝える壮大な舞台を創り上
げます。80名の大合唱にもご期待ください。

田崎尚美

黒澤明子

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
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

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

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）10：00～１１：１５[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

3/11（金） 友の会優先発売　3/13（日） 一般発売

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円
シリーズ３公演セット券9,000円〈びわ湖ホールチケットセンター（電話受付・窓口）のみの取り扱い〉

びわ湖の午後シリーズ
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人気の
シリーズ。シリーズ３公演セット券がお得です。

※「一般会員」のほか「クレジット一般会員〈クレジットカード機能を搭載した会員証『びわ湖ホール』
　DCカードを発行。年会費2,203円（税別）〉もございます。詳しくはお問い合わせください。

良い席を早く手に入れたい! もっと便利に利用したい! という方におすすめです。
●ネット・チケット受付および電話受付でチケットが一般発売より早く
　購入できます。
●友の会会員料金でびわ湖ホールがおすすめする公演のチケットが

手に入ります。
●送料無料でチケットをお届けします（コンビニでの発券手数料も無料です）。
●毎月20日ごろに公演情報を無料でお届けいたします。

びわ湖ホール友の会会員募集びわ湖ホール友の会会員募集
～充実の友の会ライフでびわ湖ホールをさらに楽しみませんか～

一般会員　年会費2,500円

 特典

繰り返しホールを訪れる方、さらにホールと地域の絆を深め、舞台芸術をさらに
楽しみたい方におすすめです。

サポート会員　年会費10,000円／ 1口

●年間２回に分けてびわ湖ホール主催公演にご招待いたします。
●オペラ公演のゲネプロにご招待いたします。
　（ご招待対象の公演・ゲネプロにつきましてはご入会時にご案内　
　いたします）
●もちろん一般会員の特典もすべてご利用いただけます。

 特典

びわ湖の午後４９

6月30日（木）14：00開演［小ホール］
　  

砂川涼子 ソプラノ・リサイタル砂川涼子 ソプラノ・リサイタル
人気・実力ともに日本オペラ界を代表する
ソプラノ歌手、びわ湖ホール待望のリサイタル。
作品ひとつひとつを色彩豊かに、そしてドラマ
ティックに歌い上げます!

［曲目］グノー：歌劇『ファウスト』より 「宝石の歌」
ヴェルディ：歌劇『オテロ』より 「柳の歌」、「アヴェ・マリア」
プッチーニ：歌劇『トスカ』より 「歌に生き、恋に生き」　ほか

ピアノ：園田隆一郎
ゲスト：晴 雅彦（バリトン）

協 

　力
7月23日（土）１６：００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9,000円　A席：7,000円　B席5,000円

FUJITEC presents
辻井伸行 加古隆 レ・フレール THE PIANIST！

3/11（金）友の会優先発売　3/13（日）一般発売

びわ湖の午後47

強靭なタッチと繊細な表現力から生まれる
豊かな音色。第12回チャイコフスキー国際
コンクール ピアノ部門において、女性として
また、日本人として史上初めての第一位を
獲得した世界を代表するピアニストによる
“近代ロシア・ピアノ名作選”。

5月12日（木）14：00開演［小ホール］
　  

［曲目］ラフマニノフ：幻想的小品集より第2番　前奏曲「鐘」
スクリャービン：24の前奏曲
ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」 　ほか

びわ湖の午後48

5月26日（木）14：00開演［小ホール］
　  

アンドレアス・オッテンザマー　
クラリネット・リサイタル
アンドレアス・オッテンザマー　
クラリネット・リサイタル
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の若き
首席奏者オッテンザマー。クラリネット界の
貴公子が魅せる、クラリネットの“歌声”をご
堪能ください。

［曲目］シューベルト：アルペジオーネ･ソナタ
カヴァッリーニ：アダージョとタランテラ
ルイジ・バッシ：ヴェルディの「リゴレット」による華麗な幻想曲　ほか

ピアノ：ホセ・ガヤルド

上原彩子 ピアノ・リサイタル上原彩子 ピアノ・リサイタル

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）

お問い合わせ：びわ湖ホールチケットセンター
　　　　　　 077-523-7136（10：00 ～ 19：00/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/

3月5日（土）・6日（日）に上演する、歌劇『さまよえるオランダ人』
に先駆けてその魅力をご紹介するロビーコンサートです。

＊カヴァーキャストとは・・・
本キャストが万一舞台に立つことが難しくなった場合にすぐ代わりに
立てるよう、すべての稽古に参加するなどして備えているキャスト。
本キャスト同様に実力のある歌手が務めます。

3月26日（土）公演 びわ湖ホールオペラへの招待『フィガロの
結婚』で伯爵夫人を務める、びわ湖ホール声楽アンサンブル･
ソロ登録メンバーの黒澤明子がロビーコンサートに登場。
しっとりと日本歌曲から、オペラアリアまで歌い上げます。

*びわ湖ホール声楽アンサンブル
 ・ソロ登録メンバー

ヘンゼル：森 季子*
グレーテル：黒田恵美*
魔女：竹内直紀*
ピアノ：加藤英雄

3月12日（土）13：30開演［中ホール］

びわ湖ホール 避難訓練コンサート

（日本語上演・フンパーディンク作曲）
3人deオペラ『ヘンゼルとグレーテル』ザ・スーパーハイライト!
～美しい魔女があなたを道案内! ～

ストーリー

加藤英雄竹内直紀黒田恵美森 季子

ⒸLars Borges／Mercury Classics

Ⓒ三浦興一

友清 崇

若林千春：「飛び出し小僧Ⅱ」～オーケストラのために～
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

協 

　力
［曲目］

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

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

入場申込受付は終了いたしました。

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



2月・3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］

ミヒャエル・ハンペ

ロバート・ボーク

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）

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』全幕を上
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。

共
　催

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　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

［曲目］

篠﨑靖男プロデュース・オーケストラシリーズ 第6弾
浪漫爛漫 ブラームス＆チャイコフスキー

オペラへの招待 歌劇『ルサルカ』（2015年）より

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

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

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

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。

岩田達宗
Ⓒ大阪音楽大学Ⓒ大阪音楽大学

園田隆一郎

〈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

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

相沢 創*（両日）

栗原未和*（両日）
迎 肇聡*（両日）

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（ゼンタ役カヴァー・キャスト）
　　 ピアノ：大藤玲子

オランダ人のモノローグ「もう期限は過ぎた」
ゼンタのバラード　ほか

［曲目］

3月19日（土） 11：00～11：30

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

黒澤明子 ロビーコンサート黒澤明子 ロビーコンサート

出演：黒澤明子*（ソプラノ）、岡本佐紀子（ピアノ）

別宮貞雄：さくら横ちょう
プッチーニ：歌劇『ラ・ボエーム』より「あなたの愛の声に呼ばれて出た家に」　ほか

［曲目］
*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

〈オランダ人〉
〈ダーラント〉
〈ゼンタ〉
〈エリック〉
〈マリー〉
〈舵　手〉

5日（土） 6日（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

青山　貴
妻屋秀和
橋爪ゆか
福井　敬
小山由美
清水徹太郎*　
*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 プロデュースオペラ

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）

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

ワーグナー作曲 歌劇『さまよえるオランダ人』（全3幕）

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、映像を駆
使した新演出の舞台でワーグナーの神髄を今に伝える壮大な舞台を創り上
げます。80名の大合唱にもご期待ください。

田崎尚美

黒澤明子

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
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

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

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）10：00～１１：１５[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

3/11（金） 友の会優先発売　3/13（日） 一般発売

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円
シリーズ３公演セット券9,000円〈びわ湖ホールチケットセンター（電話受付・窓口）のみの取り扱い〉

びわ湖の午後シリーズ
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人気の
シリーズ。シリーズ３公演セット券がお得です。

※「一般会員」のほか「クレジット一般会員〈クレジットカード機能を搭載した会員証『びわ湖ホール』
　DCカードを発行。年会費2,203円（税別）〉もございます。詳しくはお問い合わせください。

良い席を早く手に入れたい! もっと便利に利用したい! という方におすすめです。
●ネット・チケット受付および電話受付でチケットが一般発売より早く
　購入できます。
●友の会会員料金でびわ湖ホールがおすすめする公演のチケットが

手に入ります。
●送料無料でチケットをお届けします（コンビニでの発券手数料も無料です）。
●毎月20日ごろに公演情報を無料でお届けいたします。

びわ湖ホール友の会会員募集びわ湖ホール友の会会員募集
～充実の友の会ライフでびわ湖ホールをさらに楽しみませんか～

一般会員　年会費2,500円

 特典

繰り返しホールを訪れる方、さらにホールと地域の絆を深め、舞台芸術をさらに
楽しみたい方におすすめです。

サポート会員　年会費10,000円／ 1口

●年間２回に分けてびわ湖ホール主催公演にご招待いたします。
●オペラ公演のゲネプロにご招待いたします。
　（ご招待対象の公演・ゲネプロにつきましてはご入会時にご案内　
　いたします）
●もちろん一般会員の特典もすべてご利用いただけます。

 特典

びわ湖の午後４９

6月30日（木）14：00開演［小ホール］
　  

砂川涼子 ソプラノ・リサイタル砂川涼子 ソプラノ・リサイタル
人気・実力ともに日本オペラ界を代表する
ソプラノ歌手、びわ湖ホール待望のリサイタル。
作品ひとつひとつを色彩豊かに、そしてドラマ
ティックに歌い上げます!

［曲目］グノー：歌劇『ファウスト』より 「宝石の歌」
ヴェルディ：歌劇『オテロ』より 「柳の歌」、「アヴェ・マリア」
プッチーニ：歌劇『トスカ』より 「歌に生き、恋に生き」　ほか

ピアノ：園田隆一郎
ゲスト：晴 雅彦（バリトン）

協 

　力
7月23日（土）１６：００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9,000円　A席：7,000円　B席5,000円

FUJITEC presents
辻井伸行 加古隆 レ・フレール THE PIANIST！

3/11（金）友の会優先発売　3/13（日）一般発売

びわ湖の午後47

強靭なタッチと繊細な表現力から生まれる
豊かな音色。第12回チャイコフスキー国際
コンクール ピアノ部門において、女性として
また、日本人として史上初めての第一位を
獲得した世界を代表するピアニストによる
“近代ロシア・ピアノ名作選”。

5月12日（木）14：00開演［小ホール］
　  

［曲目］ラフマニノフ：幻想的小品集より第2番　前奏曲「鐘」
スクリャービン：24の前奏曲
ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」 　ほか

びわ湖の午後48

5月26日（木）14：00開演［小ホール］
　  

アンドレアス・オッテンザマー　
クラリネット・リサイタル
アンドレアス・オッテンザマー　
クラリネット・リサイタル
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の若き
首席奏者オッテンザマー。クラリネット界の
貴公子が魅せる、クラリネットの“歌声”をご
堪能ください。

［曲目］シューベルト：アルペジオーネ･ソナタ
カヴァッリーニ：アダージョとタランテラ
ルイジ・バッシ：ヴェルディの「リゴレット」による華麗な幻想曲　ほか

ピアノ：ホセ・ガヤルド

上原彩子 ピアノ・リサイタル上原彩子 ピアノ・リサイタル

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）

お問い合わせ：びわ湖ホールチケットセンター
　　　　　　 077-523-7136（10：00 ～ 19：00/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/

3月5日（土）・6日（日）に上演する、歌劇『さまよえるオランダ人』
に先駆けてその魅力をご紹介するロビーコンサートです。

＊カヴァーキャストとは・・・
本キャストが万一舞台に立つことが難しくなった場合にすぐ代わりに
立てるよう、すべての稽古に参加するなどして備えているキャスト。
本キャスト同様に実力のある歌手が務めます。

3月26日（土）公演 びわ湖ホールオペラへの招待『フィガロの
結婚』で伯爵夫人を務める、びわ湖ホール声楽アンサンブル･
ソロ登録メンバーの黒澤明子がロビーコンサートに登場。
しっとりと日本歌曲から、オペラアリアまで歌い上げます。

*びわ湖ホール声楽アンサンブル
 ・ソロ登録メンバー

ヘンゼル：森 季子*
グレーテル：黒田恵美*
魔女：竹内直紀*
ピアノ：加藤英雄

3月12日（土）13：30開演［中ホール］

びわ湖ホール 避難訓練コンサート

（日本語上演・フンパーディンク作曲）
3人deオペラ『ヘンゼルとグレーテル』ザ・スーパーハイライト!
～美しい魔女があなたを道案内! ～

ストーリー

加藤英雄竹内直紀黒田恵美森 季子

ⒸLars Borges／Mercury Classics

Ⓒ三浦興一

友清 崇

若林千春：「飛び出し小僧Ⅱ」～オーケストラのために～
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

協 

　力
［曲目］

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

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

入場申込受付は終了いたしました。

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

【セット券／ U30席・U24席／シアターメイツ優待公演　　 】セット券／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）。

指揮の

飯守泰次
郎さんに

公演の聴
きどころを

お伺いし
ました。

★★★★

★★★★

★★★★

〈アクセス〉

《駐車場のご案内》

「観光列車」で出発！
J.シュトラウスⅡ世：ポルカ「観光列車」

この曲はいかにも列車が走っているような雰囲気の楽しい
曲です。曲の中では何度も「ププー」と汽笛が鳴り、早い２拍
子のポルカのリズムは、列車が走るありさまを描いていま
す。列車に乗りたくなって、遊びに行きたくなるようなワクワ
クする曲です。
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イタリアに到着
マスカーニ：歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』より間奏曲

この歌劇がどういうお話かと言いますと、愛しあう２組の男女が仲違いす
ることで起こる悲劇です。恋愛のもつれからくる悲劇の前に、全くの対照
的な平和で穏やかな美しい曲が流れます。そうする事でこの悲劇がより強
調されるのです。嵐の前の静けさといいましょうか…。弦楽器がとても美し
いメロディーを歌うこの曲は、ハープによる伴奏も大注目です。
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ファラオ時代のエジプトへ
ヴェルディ：歌劇『アイーダ』より凱旋行進曲

海を渡ってアメリカに

チェコで生まれたドヴォルザークはアメリカに移住し、大成功を収めました。
当時のアメリカは産業革命まっただ中! 冒頭のメロディーは、汽車が走りだ
す様子を描いています。実はドヴォルザークは鉄道が大好きな鉄道マニア
だったんですね。故郷チェコを離れ、新世界であるアメリカで過ごしていた
ドヴォルザークが書いた、郷愁あふれるメロディーがとても美しい名曲です。

チェコで生まれたドヴォルザークはアメリカに移住し、大成功を収めました。
当時のアメリカは産業革命まっただ中! 冒頭のメロディーは、汽車が走りだ
す様子を描いています。実はドヴォルザークは鉄道が大好きな鉄道マニア
だったんですね。故郷チェコを離れ、新世界であるアメリカで過ごしていた
ドヴォルザークが書いた、郷愁あふれるメロディーがとても美しい名曲です。

ふるさと日本
岡野貞一(川上肇編曲)：故郷

誰もが知っている有名な曲ですね。故郷を想うメロディーです。
誰もが持っている故郷…故郷を懐かしむ心をたくさんもっている
ことは幸せなことです。客席のみなさまも一緒に歌ってください
ね。歌詞を知ることで曲の意味がよく分かるでしょう。

誰もが知っている有名な曲ですね。故郷を想うメロディーです。
誰もが持っている故郷…故郷を懐かしむ心をたくさんもっている
ことは幸せなことです。客席のみなさまも一緒に歌ってください
ね。歌詞を知ることで曲の意味がよく分かるでしょう。

平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

世界は本当に広く、たくさんの国があります。それぞれの国には色んな言葉、自然、食べ物、そして考え方があります。これから大人
になるにつれ、どんどん旅行して楽しんでほしいですね。最近ではテレビやインターネットでも知ることができますが、実際にその
場所に行って自分で体験するのとでは大違いです。この演奏会では、それぞれの国の特徴をよく表した音楽を演奏しますので、楽
しい旅行気分を味わうことができるでしょう。３月１９日は、皆さまに「音楽による世界一周」をお届けしますので、たくさんの方に来
ていただければ嬉しいです。

ドヴォルザーク：交響曲 第9番「新世界より」第4楽章

指揮：飯守泰次郎
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］

指揮 飯守泰次郎さんより「世界一周」を楽しみにしている子どもたちへメッセージ

戦争に発ったエジプトの将軍が帰ってきて、勝利を祝う音楽です。
トランペットが高らかに勝利の喜びを歌います! メロディーはとても有名ですね。
物語の場面を思い浮かべながら聴くと、より楽しめるかもしれませんね。
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