
出演：高本一郎（リュート／構成・編曲）
　　 青木洋也（カウンターテナー）、田島 隆（パーカッション／タンバリン）

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

セミナー

オペラ指揮者を志す若い音楽家のためのセミナーを公開します。講師は沼尻竜典
びわ湖ホール芸術監督が務め、演目はモーツァルト作曲 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』です。

若杉・長野音楽基金 平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅡ沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅡ

管弦楽：大阪交響楽団　キャスト：びわ湖ホール声楽アンサンブル･ソロ登録メンバー　ほか

3日間通し券／一般5,000円　青少年（25歳未満）2,500円
1日券／一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円　（自由席）

※終了時間は前後する場合がございます。

8月10日（水）13：00～17：00
8月11日（木・祝）13：00～17：00
8月12日（金）11：00～16：00

［大ホール］

写真・ペーパーカット：今森光彦写真・ペーパーカット：今森光彦

No.218  2016.7.20

公演チケット情報 8月 AUGUST

7/29（金） 友の会優先発売　7/31（日） 一般発売

大好評を博した昨年に引き続きオーケストラ公演をお届けし
ます。小泉和裕のしなやかで力強い指揮が日本センチュリー
交響楽団の魅力を最大限に引き出します。

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

11月13日（日）15：00開演［大ホール］

名曲コンサート

古楽への招待９

小泉和裕指揮　日本センチュリー交響楽団

［曲目］シューベルト：交響曲 第7番 「未完成」、ブラームス：交響曲 第1番　ほか

ⒸKiyonori Hasegawa

すずな

講師：菘 あつこ（舞踊ジャーナリスト）
第2回   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。
第3回 11月13日（日）14：00開講［リハーサル室］
料金4,000円（全3回通し券、自由席、 『ドン・キホーテの夢』鑑賞チケット込）

※第1回は終了しました。詳細はチラシ、びわ湖ホールHPをご覧ください。バレエ入門講座（全3回）

オペラへの招待 歌劇『フィガロの結婚』（2016年）より

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

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

子どものためのバレエ『ドン・キホーテの夢』子どものためのバレエ『ドン・キホーテの夢』
東京バレエ団

キトリとバジルの恋物語。初めてのバレエ鑑賞にぴったり!
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　

バレエ

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）、公益財団法人平和堂財団、
、公益財団法人西川文化財団、びわ湖ホール舞台芸術基金

一般5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円
8月6日（土）・7日（日）両日とも14：00開演［中ホール］

指揮：クレール・ジボー　演出・お話：菅尾 友
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

オペラへの招待

（フランス語上演・日本語字幕付）
「タイスの瞑想曲」で有名な作曲家、ジュール・マスネの隠れた名作オペラである『ドン・
キホーテ』。この夏、日本では上演機会の少ないこの作
品をびわ湖ホールでご覧いただけます! フランス人女性
指揮者クレール・ジボーと、ドイツでも活躍中の演出家 
菅尾 友のタッグにもご注目ください。

マスネ作曲 歌劇『ドン・キホーテ』マスネ作曲 歌劇『ドン・キホーテ』（全5幕）オペラ［曲目］レオナルド・ダ・ヴィンチ：愛は甘美なものであるが　ほか

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,000円
11月19日（土）14：00開演［小ホール］

イタリア・ルネサンスの世界 ～メディチ家を彩った音楽
音楽でたどるメディチ家の栄華。ヨーロッパで「楽器の女
王」として愛されたリュートにカウンターテナーが華を添え
ます。ルネサンスの響きに、思いを馳せてみませんか。

BON★ダンス リーダー育成ワークショップ
「びわこ平和音頭」をマスターし、BON★ダンス大会を引っ張っていくリーダーを大募集!
赤ちゃんから大人まで、どなたでもご参加いただけます！
①7月29日（金）10：30 ～　②7月30日（土）14：00 ～ [大ホールホワイエ]
※①・②どちらかの参加、両日ともに参加、どちらでも構いません。※未就学児は保護者同伴でご参加ください。
講師：北村成美（ダンサー・振付家）　参加費：500円／回　
申込み・お問い合わせ：びわ湖ホール事業部　077-523-7150

びわ湖ホール BON★ダンス大会びわ湖ホール BON★ダンス大会
ジュディ・オウミこと北村成美さんといっしょに「びわこ平和音頭」をおどろう!

※雨天時はびわ湖ホールメインロビー

8月11日（木・祝）17：00 ～
[びわ湖ホール西側 大津湖岸なぎさ公園打出の森]

参加無料・事前申込不要

協力：株式会社平和堂

8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］

BON★ダンス プレイベント ロビーコンサート
BON♪BON♪コンサート
BON★ダンス プレイベント ロビーコンサート
BON♪BON♪コンサート
８月11日（木・祝） 16：00～16：30 歌：大倉詩乃美　ピアノ：清水武志

［曲目］夢をかなえてドラえもん、翼をください
平和堂イメージソング「かけっこ とびっこ」　ほか 大倉詩乃美

ⒸIvan Maly′



チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演 チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演

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。

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

ドニゼッティ作曲 歌劇『ドン・パスクワーレ』ドニゼッティ作曲 歌劇『ドン・パスクワーレ』

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　演出：フランチェスコ・ベッロット
出演：牧野正人、須藤慎吾、アントニーノ・シラグーザ、砂川涼子
合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル、藤原歌劇団合唱部　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

SS席完売　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

10月23日（日）14：00開演［大ホール］

青少年割引当日券

沼尻竜典オペラセレクション
びわ湖ホール・日生劇場・藤原歌劇団・日本センチュリー交響楽団共同制作

（イタリア語上演・日本語字幕付）全3幕
ドニゼッティの名作オペラを上演! イタリアからは大スターテノール
歌手 アントニーノ・シラグーザ、日本からは実力派キャストを迎え 
る豪華な饗宴。イタリア・ベルガモ・ドニゼッティ劇場全面協力を
得て創りあげる美しい舞台にもご期待ください。

オペラ

アントニーノ・シラグーザ

特別コンサート

ディミトラ・テオドッシュウ ソプラノ・リサイタルディミトラ・テオドッシュウ ソプラノ・リサイタル声 楽 

S席6,500（6,000）円　A席5,000（4,500）円　B席4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,000円
10月28日（金）14：00開演［大ホール］

びわ湖ホールで過去４回のオペラ公演に出演しているテオドッシュウ、今
回は初めてのリサイタル。繊細なピアニッシモからドラマティックな表現まで
を歌いこなす“オペラ界の宝石”テオドッシュウの歌声をお聴きのがしなく。
ピアノ：浅野菜生子

［曲目］プッチーニ：歌劇『トスカ』より「歌に生き、恋に生き」
ヴェルディ：歌劇『運命の力』より「神よ、平和を与えたまえ」  ほか

古典芸能 

S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）2,000円
9月4日（日）１３：00開演／１７：00開演［中ホール］ 松本幸四郎

Ⓒ松竹

中村雀右衛門
Ⓒ松竹

松竹大歌舞伎 中村芝雀改め五代目中村雀右衛門襲名披露松竹大歌舞伎 中村芝雀改め五代目中村雀右衛門襲名披露

『當年祝春駒』『口上』『仮名手本忠臣蔵』『當年祝春駒』『口上』『仮名手本忠臣蔵』
こう じょうあたる としいわう はる こま か な で ほ ん ちゅうしん ぐら

平成28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

1月に東京・浅草寺で「お練り」と「襲名奉告法要」を行っ
た五代目中村雀右衛門が襲名披露公演を行います。

『仮名手本忠臣蔵 七段目 　園一力茶屋の場』では、
雀右衛門がおかるを、松本幸四郎が由良之助を演じます。

入場料4,000円（自由席）

お問い合わせ：フューチャーデザイン 03-5730-0050

8月24日（水）19：００開演［小ホール］
岡田尚之 凱旋テノールリサイタル

前売2,500円　当日2,800円（自由席）

お問い合わせ：シネマ･コンサートの会 090-8194-4804

10月7日（金）13：30開演［小ホール］
第１回 シネマ・コンサートの会 in びわ湖ホール マリア・カラス 伝説のオペラ座ライブ

協 

　力

お問い合わせ：びわ湖放送 077-524-0153

S席8,700円　A席6,700円　B席5,200円12月23日（金・祝）１８：００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2016

共
　催

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888

プラハ国立歌劇場 モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』（全2幕）

SS席18,000円　S席15,500円　A席13,500円　B席11,500円　C席9,500円　D席7,500円
10月29日（土）15：00開演［大ホール］ 原語上演・日本語字幕付

特別コンサート

ザクセン声楽アンサンブル 創設20周年記念公演ザクセン声楽アンサンブル 創設20周年記念公演声 楽 

ⒸC.Eckelt

ア・カペラ合唱の源流、宮廷都市ドレスデンで結成され
て20年。至純のア・カペラ・アンサンブルをお贈りします。

一般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
10月29日（土）19：00開演［小ホール］

指揮：マティアス・ユング
［曲目］J.S.バッハ：モテットBWV.225、226、228、229　ほか

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

かもめ演 劇

大女優の田舎の別荘で展開される市井のドラマを描いた
チェーホフの傑作『かもめ』。新進気鋭の演出家 熊林弘高の
演出により、豪華キャストでお贈りします。
作：A・チェーホフ　演出：熊林弘高　翻訳・上演台本：木内宏昌
出演：満島ひかり、佐藤オリエ、田中圭、中嶋朋子、 坂口健太郎　ほか

S席・A席完売

11月26日（土）18：00開演
11月27日（日）13：00開演［中ホール］

佐藤オリエ

満島ひかり

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

『白い犬とワルツを』～私は白い犬～演 劇

長年連れ添った妻を亡くしたサムの身に起こる、ロマンに満ちたエピソードが感動を
よんだ小説『白い犬とワルツを』。テレビ、舞台で活躍する女優 草笛光子が語ります。
原作：テリー・ケイ／著  兼武 進／訳　演出：鵜山 仁　出演：草笛光子

青少年割引当日券S席3,000円　A席2,000円
10月8日（土）15：00開演［中ホール］

草笛光子
Ⓒ岡本隆史

演 劇

劇団「こまつ座」の旗揚げ作品。24歳で夭逝した、近代で
初めての女流作家・　口一葉の物語を、栗山民也が演
出。一葉役はテレビや映画で活躍する永作博美。
作：井上ひさし　演出：栗山民也
出演：永作博美、三田和代、熊谷真実、愛華みれ、深谷美歩、若村麻由美

青少年割引当日券S席7,000（6,500）円　A席5,000（4,500）円
9月22日（木・祝）14：00開演［中ホール］

永作博美

樋口一葉没後120年記念 平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

学ラン姿でダンス、生演奏、コントなどを展開する男性ばかりのダンス集
団コンドルズが、結成20周年を迎えてお贈りするスーパーベスト版です！
構成・映像・振付：近藤良平　出演：コンドルズ 

一般5,000円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円　
10月9日（日）１5：００開演［中ホール］

撮影：ＨＡＲＵ

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

コンドルズ20周年記念日本縦断大感謝ツアー 2016 
『20th Century Boy』

コンドルズ20周年記念日本縦断大感謝ツアー 2016 
『20th Century Boy』

ダンス

プレトークマチネ
公演に先立ち、指揮者、評論家が作品をわかりやすく解説。
ノリーナ役には、7月の日生劇場公演で同役を務めた坂口裕子さんを迎えます。
8月7日（日）10：30~12：30（予定）[小ホール]
出演：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）、岡田暁生（京都大学教授）
演奏：坂口裕子（ノリーナ役）、二塚直紀*（エルネスト役）、迎 肇聡*（マラテスタ役）、岡本佐紀子（ピアノ）

入場無料・事前申込不要

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

上野 真 ピアノ・リサイタル
月の光…1927年製エラールへの誘い
上野 真 ピアノ・リサイタル
月の光…1927年製エラールへの誘い

室内楽

［曲目］ドビュッシー：ベルガマスク組曲、ラヴェル：ソナチネ　ほか
※この演奏会では、ＣＤ化に向けてライヴレコーディングを行います。　協力：森田ピアノ工房

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
11月23日（水・祝）15：00開演［小ホール］

上野真がライフワークとする19世紀から20世紀初頭の作品のライヴレ
コーディング･プロジェクト、豊潤な響きのびわ湖ホール小ホールで初開催!

公開録音コンサート

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業劇場の裏側までまるっと見られる

まるっとステージツアー
劇場の裏側までまるっと見られる

まるっとステージツアー

※詳細は、チラシまたはびわ湖ホールHPをご覧ください。

楽屋エリアには何があるの？ 奈落ってどんなところ？ 
音響や照明はどんなことができるの？ びわ湖ホール
の裏側をまるっとご案内します。
参加料：500円（税込・保険加入料含む）
定員：各回50名（定員に達し次第、締め切ります）
お問い合わせ：まるっとステージツアー係 077-523-7137

8月25日（木）11：00／14：00（約75分）

12月の野村万作・野村萬斎狂言公演に先がけ、「狂言って何？」「ちょっと難しそう…」
という方に向けて、実演や体験をまじえた楽しく学べる講座です。

古典芸能講座〈狂言編〉～狂言をもっと楽しむ!～

講師：深田博治（万作の会）
9月22日（木・祝）10：00開講［リハーサル室］　料金：1,000円（自由席）

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

平成28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

子供のためのシェイクスピア『オセロー』演 劇

シェイクスピア作品の面白さを誰にでも分かりやすく舞台
化した、大人にも子どもにも大好評のシリーズ。シェイクスピ
ア没後400年の今年は、『オセロー』をお届けします。
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：山崎清介、河内大和、大井川皐月　ほか 

大人3,500円　子ども（6歳～中学生）2,000円　
8月28日（日）14：00開演［中ホール］ 2015年『ロミオとジュリエット』より

Ⓒ石川純

ヴィンチェンツォ・タラメッリ 公開マスタークラスヴィンチェンツォ・タラメッリ 公開マスタークラス声 楽 

ヴィンチェンツォ・タラメッリ

イタリア国立カルロ・フェリーチェ劇場の専属コレペティトゥアとして活躍するヴィンチェン
ツォ・タラメッリ氏を講師に迎え、びわ湖ホール声楽アンサンブルと若いコレペティトゥアに
レッスンする様子を一般に公開します。今回初来日する熟練指導者の妙技をお見逃しなく!

2日通し券　一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円（自由席）
8月22日（月）・23日（火）10：00～17：00［小ホール］

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

洗練された響きのメシアン、ドビュッシーのフランス合唱作品
や、日本語の魅力あふれる林 光、三善 晃の名曲など、“美しく
楽しい合唱曲”を集めた珠玉のプログラムでお贈りします。
指揮：田中信昭　ピアノ：中嶋  香

［曲目］メシアン：おお聖なる饗宴
ドビュッシー：シャルル・ドルレアンの詩による3つのシャンソン
林 光：月 わたし 風　　三善 晃：ゆったて哀歌集　ほか

第62回定期公演 『クリスマスの万華鏡』
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）

指揮：大井剛史　演出：岩田達宗　管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
2017年3月25日（土）14：00開演［中ホール］ （日本語上演・日本語字幕付）

演奏会形式・八重奏版第63回定期公演 木下牧子作曲 オペラ『不思議の国のアリス』

第61回・第62回・第63回定期公演セット券7,500円（一般のみ）セット券好評発売中

第61回定期公演 『“美しく楽しい合唱曲”の午後』
9月3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.9 『“美しく楽しい合唱曲”の夕』
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,500円

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業　びわ湖ホール舞台芸術基金

びわ湖ホール声楽アンサンブル 第61回定期公演＆東京公演vol.9声 楽 

12月24日（土）14：00開演［小ホール］

9月6日（火）１９：00開演［東京文化会館 小ホール］

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

人気の児童書『わかったさんのクッキー』を舞台化。台本・演出をチェルフィッ
チュの岡田利規、舞台セットを現代美術家の金氏徹平、劇中歌をシンガーソン
グライターの前野健太が手掛けたユニークな舞台。不思議な魅力が満載です。

大人3,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円（自由席）

8月20日（土）16：00開演
8月21日（日）11：00開演［中ホール舞台上舞台］

おいしい おかしい おしばい『わかったさんのクッキー』演 劇

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

金管五重奏の古典からジャズ・ナンバーまで、
華麗なブラス・サウンドをお贈りします。
出演：菊本和昭、山本英司（トランペット）、福川伸陽（ホルン）
　　　池上 亘（トロンボーン）、池田幸広（チューバ）

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円
9月19日（月・祝）14：00開演［中ホール］

ザ・チェンバー・ブラス

アンサンブル・クリニック～アンサンブルで必要となる基礎を学ぼう～

公募の金管アンサンブル2組によるクリニックを開催。聴講者を募集します。
9月19日（月･祝）16：30～18：30 聴講無料・事前申込不要

講師：菊本和昭（トランペット）

ザ・チェンバー・ブラス
～ N響金管メンバーが贈るアンサンブルの響き～
ザ・チェンバー・ブラス
～ N響金管メンバーが贈るアンサンブルの響き～

室内楽

気軽にクラシック１３

完売御礼

お問い合わせ：滋賀県文化振興事業団 077-522-8369

一般1,000円　U25（25歳以下）500円（自由席）9月18日（日）11：００開演［小ホール］
BAFびわこミュージックハーベスト・室内楽コンサート

お問い合わせ：滋賀県文化振興事業団 077-522-8369

一般1,500円　U25（25歳以下）500円（自由席）9月18日（日）16：００開演［小ホール］
BAF次世代文化賞歴代受賞者ガラコンサート

共
　催

7/29（金）友の会優先発売　7/31（日）一般発売

田中信昭
Ⓒ駒崎共一

講師：加藤浩子（音楽評論家）
①9月18日（日）14：00開講［コラボしが２１ ３階大会議室］　②10月2日（日）14：00開講［びわ湖ホール リハーサル室］
③2017年1月15日（日）10：00開講［コラボしが２１ ３階大会議室］
料金：3,000円（自由席、①・②・③通し券）

今まで全くオペラを観たことがない方でもオペラが楽しめるようになる入門講座。
『ドン・パスクワーレ』と『連隊の娘』を中心にオペラの魅力を解説します。

オペラ入門講座（全3回） 平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

避難訓練コンサート
びわ湖ホール声楽アンサンブル～うたいたくなる あの歌この歌～
避難訓練コンサート
びわ湖ホール声楽アンサンブル～うたいたくなる あの歌この歌～

出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル　ほか
［曲目］瑠璃色の地球、フニクリ･フニクラ

歌劇『椿姫』より“乾杯の歌”　ほか
びわ湖ホール声楽アンサンブル

びわ湖ホール声楽アンサンブルによる演奏を楽し
みつつ、実際に避難行動を体験していただきます。

お問い合わせ：びわ湖ホール管理課 077-523-7135

※詳細は、チラシまたはびわ湖ホールHPをご覧ください。9月10日（土）15：00開演[大ホール]
入場無料・要事前申込（8/19申込締切）



チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演 チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演

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。

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

ドニゼッティ作曲 歌劇『ドン・パスクワーレ』ドニゼッティ作曲 歌劇『ドン・パスクワーレ』

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　演出：フランチェスコ・ベッロット
出演：牧野正人、須藤慎吾、アントニーノ・シラグーザ、砂川涼子
合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル、藤原歌劇団合唱部　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

SS席完売　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

10月23日（日）14：00開演［大ホール］

青少年割引当日券

沼尻竜典オペラセレクション
びわ湖ホール・日生劇場・藤原歌劇団・日本センチュリー交響楽団共同制作

（イタリア語上演・日本語字幕付）全3幕
ドニゼッティの名作オペラを上演! イタリアからは大スターテノール
歌手 アントニーノ・シラグーザ、日本からは実力派キャストを迎え 
る豪華な饗宴。イタリア・ベルガモ・ドニゼッティ劇場全面協力を
得て創りあげる美しい舞台にもご期待ください。

オペラ

アントニーノ・シラグーザ

特別コンサート

ディミトラ・テオドッシュウ ソプラノ・リサイタルディミトラ・テオドッシュウ ソプラノ・リサイタル声 楽 

S席6,500（6,000）円　A席5,000（4,500）円　B席4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,000円
10月28日（金）14：00開演［大ホール］

びわ湖ホールで過去４回のオペラ公演に出演しているテオドッシュウ、今
回は初めてのリサイタル。繊細なピアニッシモからドラマティックな表現まで
を歌いこなす“オペラ界の宝石”テオドッシュウの歌声をお聴きのがしなく。
ピアノ：浅野菜生子

［曲目］プッチーニ：歌劇『トスカ』より「歌に生き、恋に生き」
ヴェルディ：歌劇『運命の力』より「神よ、平和を与えたまえ」  ほか

古典芸能 

S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）2,000円
9月4日（日）１３：00開演／１７：00開演［中ホール］ 松本幸四郎

Ⓒ松竹

中村雀右衛門
Ⓒ松竹

松竹大歌舞伎 中村芝雀改め五代目中村雀右衛門襲名披露松竹大歌舞伎 中村芝雀改め五代目中村雀右衛門襲名披露

『當年祝春駒』『口上』『仮名手本忠臣蔵』『當年祝春駒』『口上』『仮名手本忠臣蔵』
こう じょうあたる としいわう はる こま か な で ほ ん ちゅうしん ぐら

平成28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

1月に東京・浅草寺で「お練り」と「襲名奉告法要」を行っ
た五代目中村雀右衛門が襲名披露公演を行います。

『仮名手本忠臣蔵 七段目 　園一力茶屋の場』では、
雀右衛門がおかるを、松本幸四郎が由良之助を演じます。

入場料4,000円（自由席）

お問い合わせ：フューチャーデザイン 03-5730-0050

8月24日（水）19：００開演［小ホール］
岡田尚之 凱旋テノールリサイタル

前売2,500円　当日2,800円（自由席）

お問い合わせ：シネマ･コンサートの会 090-8194-4804

10月7日（金）13：30開演［小ホール］
第１回 シネマ・コンサートの会 in びわ湖ホール マリア・カラス 伝説のオペラ座ライブ

協 

　力

お問い合わせ：びわ湖放送 077-524-0153

S席8,700円　A席6,700円　B席5,200円12月23日（金・祝）１８：００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2016

共
　催

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888

プラハ国立歌劇場 モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』（全2幕）

SS席18,000円　S席15,500円　A席13,500円　B席11,500円　C席9,500円　D席7,500円
10月29日（土）15：00開演［大ホール］ 原語上演・日本語字幕付

特別コンサート

ザクセン声楽アンサンブル 創設20周年記念公演ザクセン声楽アンサンブル 創設20周年記念公演声 楽 

ⒸC.Eckelt

ア・カペラ合唱の源流、宮廷都市ドレスデンで結成され
て20年。至純のア・カペラ・アンサンブルをお贈りします。

一般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
10月29日（土）19：00開演［小ホール］

指揮：マティアス・ユング
［曲目］J.S.バッハ：モテットBWV.225、226、228、229　ほか

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

かもめ演 劇

大女優の田舎の別荘で展開される市井のドラマを描いた
チェーホフの傑作『かもめ』。新進気鋭の演出家 熊林弘高の
演出により、豪華キャストでお贈りします。
作：A・チェーホフ　演出：熊林弘高　翻訳・上演台本：木内宏昌
出演：満島ひかり、佐藤オリエ、田中圭、中嶋朋子、 坂口健太郎　ほか

S席・A席完売

11月26日（土）18：00開演
11月27日（日）13：00開演［中ホール］

佐藤オリエ

満島ひかり

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

『白い犬とワルツを』～私は白い犬～演 劇

長年連れ添った妻を亡くしたサムの身に起こる、ロマンに満ちたエピソードが感動を
よんだ小説『白い犬とワルツを』。テレビ、舞台で活躍する女優 草笛光子が語ります。
原作：テリー・ケイ／著  兼武 進／訳　演出：鵜山 仁　出演：草笛光子

青少年割引当日券S席3,000円　A席2,000円
10月8日（土）15：00開演［中ホール］

草笛光子
Ⓒ岡本隆史

演 劇

劇団「こまつ座」の旗揚げ作品。24歳で夭逝した、近代で
初めての女流作家・　口一葉の物語を、栗山民也が演
出。一葉役はテレビや映画で活躍する永作博美。
作：井上ひさし　演出：栗山民也
出演：永作博美、三田和代、熊谷真実、愛華みれ、深谷美歩、若村麻由美

青少年割引当日券S席7,000（6,500）円　A席5,000（4,500）円
9月22日（木・祝）14：00開演［中ホール］

永作博美

樋口一葉没後120年記念 平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

学ラン姿でダンス、生演奏、コントなどを展開する男性ばかりのダンス集
団コンドルズが、結成20周年を迎えてお贈りするスーパーベスト版です！
構成・映像・振付：近藤良平　出演：コンドルズ 

一般5,000円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円　
10月9日（日）１5：００開演［中ホール］

撮影：ＨＡＲＵ

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

コンドルズ20周年記念日本縦断大感謝ツアー 2016 
『20th Century Boy』

コンドルズ20周年記念日本縦断大感謝ツアー 2016 
『20th Century Boy』

ダンス

プレトークマチネ
公演に先立ち、指揮者、評論家が作品をわかりやすく解説。
ノリーナ役には、7月の日生劇場公演で同役を務めた坂口裕子さんを迎えます。
8月7日（日）10：30~12：30（予定）[小ホール]
出演：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）、岡田暁生（京都大学教授）
演奏：坂口裕子（ノリーナ役）、二塚直紀*（エルネスト役）、迎 肇聡*（マラテスタ役）、岡本佐紀子（ピアノ）

入場無料・事前申込不要

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

上野 真 ピアノ・リサイタル
月の光…1927年製エラールへの誘い
上野 真 ピアノ・リサイタル
月の光…1927年製エラールへの誘い

室内楽

［曲目］ドビュッシー：ベルガマスク組曲、ラヴェル：ソナチネ　ほか
※この演奏会では、ＣＤ化に向けてライヴレコーディングを行います。　協力：森田ピアノ工房

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
11月23日（水・祝）15：00開演［小ホール］

上野真がライフワークとする19世紀から20世紀初頭の作品のライヴレ
コーディング･プロジェクト、豊潤な響きのびわ湖ホール小ホールで初開催!

公開録音コンサート

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業劇場の裏側までまるっと見られる

まるっとステージツアー
劇場の裏側までまるっと見られる

まるっとステージツアー

※詳細は、チラシまたはびわ湖ホールHPをご覧ください。

楽屋エリアには何があるの？ 奈落ってどんなところ？ 
音響や照明はどんなことができるの？ びわ湖ホール
の裏側をまるっとご案内します。
参加料：500円（税込・保険加入料含む）
定員：各回50名（定員に達し次第、締め切ります）
お問い合わせ：まるっとステージツアー係 077-523-7137

8月25日（木）11：00／14：00（約75分）

12月の野村万作・野村萬斎狂言公演に先がけ、「狂言って何？」「ちょっと難しそう…」
という方に向けて、実演や体験をまじえた楽しく学べる講座です。

古典芸能講座〈狂言編〉～狂言をもっと楽しむ!～

講師：深田博治（万作の会）
9月22日（木・祝）10：00開講［リハーサル室］　料金：1,000円（自由席）

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

平成28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

子供のためのシェイクスピア『オセロー』演 劇

シェイクスピア作品の面白さを誰にでも分かりやすく舞台
化した、大人にも子どもにも大好評のシリーズ。シェイクスピ
ア没後400年の今年は、『オセロー』をお届けします。
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：山崎清介、河内大和、大井川皐月　ほか 

大人3,500円　子ども（6歳～中学生）2,000円　
8月28日（日）14：00開演［中ホール］ 2015年『ロミオとジュリエット』より

Ⓒ石川純

ヴィンチェンツォ・タラメッリ 公開マスタークラスヴィンチェンツォ・タラメッリ 公開マスタークラス声 楽 

ヴィンチェンツォ・タラメッリ

イタリア国立カルロ・フェリーチェ劇場の専属コレペティトゥアとして活躍するヴィンチェン
ツォ・タラメッリ氏を講師に迎え、びわ湖ホール声楽アンサンブルと若いコレペティトゥアに
レッスンする様子を一般に公開します。今回初来日する熟練指導者の妙技をお見逃しなく!

2日通し券　一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円（自由席）
8月22日（月）・23日（火）10：00～17：00［小ホール］

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

洗練された響きのメシアン、ドビュッシーのフランス合唱作品
や、日本語の魅力あふれる林 光、三善 晃の名曲など、“美しく
楽しい合唱曲”を集めた珠玉のプログラムでお贈りします。
指揮：田中信昭　ピアノ：中嶋  香

［曲目］メシアン：おお聖なる饗宴
ドビュッシー：シャルル・ドルレアンの詩による3つのシャンソン
林 光：月 わたし 風　　三善 晃：ゆったて哀歌集　ほか

第62回定期公演 『クリスマスの万華鏡』
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）

指揮：大井剛史　演出：岩田達宗　管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
2017年3月25日（土）14：00開演［中ホール］ （日本語上演・日本語字幕付）

演奏会形式・八重奏版第63回定期公演 木下牧子作曲 オペラ『不思議の国のアリス』

第61回・第62回・第63回定期公演セット券7,500円（一般のみ）セット券好評発売中

第61回定期公演 『“美しく楽しい合唱曲”の午後』
9月3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.9 『“美しく楽しい合唱曲”の夕』
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,500円

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業　びわ湖ホール舞台芸術基金

びわ湖ホール声楽アンサンブル 第61回定期公演＆東京公演vol.9声 楽 

12月24日（土）14：00開演［小ホール］

9月6日（火）１９：00開演［東京文化会館 小ホール］

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

人気の児童書『わかったさんのクッキー』を舞台化。台本・演出をチェルフィッ
チュの岡田利規、舞台セットを現代美術家の金氏徹平、劇中歌をシンガーソン
グライターの前野健太が手掛けたユニークな舞台。不思議な魅力が満載です。

大人3,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円（自由席）

8月20日（土）16：00開演
8月21日（日）11：00開演［中ホール舞台上舞台］

おいしい おかしい おしばい『わかったさんのクッキー』演 劇

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

金管五重奏の古典からジャズ・ナンバーまで、
華麗なブラス・サウンドをお贈りします。
出演：菊本和昭、山本英司（トランペット）、福川伸陽（ホルン）
　　　池上 亘（トロンボーン）、池田幸広（チューバ）

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円
9月19日（月・祝）14：00開演［中ホール］

ザ・チェンバー・ブラス

アンサンブル・クリニック～アンサンブルで必要となる基礎を学ぼう～

公募の金管アンサンブル2組によるクリニックを開催。聴講者を募集します。
9月19日（月･祝）16：30～18：30 聴講無料・事前申込不要

講師：菊本和昭（トランペット）

ザ・チェンバー・ブラス
～ N響金管メンバーが贈るアンサンブルの響き～
ザ・チェンバー・ブラス
～ N響金管メンバーが贈るアンサンブルの響き～

室内楽

気軽にクラシック１３

完売御礼

お問い合わせ：滋賀県文化振興事業団 077-522-8369

一般1,000円　U25（25歳以下）500円（自由席）9月18日（日）11：００開演［小ホール］
BAFびわこミュージックハーベスト・室内楽コンサート

お問い合わせ：滋賀県文化振興事業団 077-522-8369

一般1,500円　U25（25歳以下）500円（自由席）9月18日（日）16：００開演［小ホール］
BAF次世代文化賞歴代受賞者ガラコンサート

共
　催

7/29（金）友の会優先発売　7/31（日）一般発売

田中信昭
Ⓒ駒崎共一

講師：加藤浩子（音楽評論家）
①9月18日（日）14：00開講［コラボしが２１ ３階大会議室］　②10月2日（日）14：00開講［びわ湖ホール リハーサル室］
③2017年1月15日（日）10：00開講［コラボしが２１ ３階大会議室］
料金：3,000円（自由席、①・②・③通し券）

今まで全くオペラを観たことがない方でもオペラが楽しめるようになる入門講座。
『ドン・パスクワーレ』と『連隊の娘』を中心にオペラの魅力を解説します。

オペラ入門講座（全3回） 平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

避難訓練コンサート
びわ湖ホール声楽アンサンブル～うたいたくなる あの歌この歌～
避難訓練コンサート
びわ湖ホール声楽アンサンブル～うたいたくなる あの歌この歌～

出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル　ほか
［曲目］瑠璃色の地球、フニクリ･フニクラ

歌劇『椿姫』より“乾杯の歌”　ほか
びわ湖ホール声楽アンサンブル

びわ湖ホール声楽アンサンブルによる演奏を楽し
みつつ、実際に避難行動を体験していただきます。

お問い合わせ：びわ湖ホール管理課 077-523-7135

※詳細は、チラシまたはびわ湖ホールHPをご覧ください。9月10日（土）15：00開演[大ホール]
入場無料・要事前申込（8/19申込締切）
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〒520-0806 大津市打出浜15-1　TEL.077（523）7133　https://www.biwako-hall.or.jp
Stage No.218　平成28年7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

【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）。 〈アクセス〉

《駐車場のご案内》

五代目中村雀右衛門襲名披露となる本公演では、『仮名手本忠臣蔵 七段目』で
幸四郎が由良之助、雀右衛門がおかるを演じます。製作発表で意気込みを語りました。

▲5月23日製作発表にて。左から 松本幸四郎、中村雀右衛門

▲7月23日（土）古典芸能講座〈歌舞伎編〉「わからない…なんてもう言わせない!
　 目から鱗の歌舞伎鑑賞講座」を開催。講座を聞くと、歌舞伎公演をもっと楽しめます!

松竹大歌舞伎松竹大歌舞伎 五代目中村雀右衛門襲名披露五代目中村雀右衛門襲名披露
S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）2,000円9月4日（日）１３：00開演／１７：00開演［中ホール］

＊（公財）全国公立文化施設協会の略。地域文化の振興と文化芸術の発展に寄与することを目的に事業
　を行っている。

松本幸四郎と中村雀右衛門が語る、公演への想い

幸四郎：これまでも巡業は何度も回らせていただきましたが、今回は五代目中村雀右衛門
襲名披露ということで、感慨無量です。成功裏に終わりますよう、皆様どうぞよろし
くお願い申し上げます。

雀右衛門：

今回の公演への意気込み

幸四郎：私の演じる大星由良之助は、世論をなびかせるた
めにわざと遊興にふけるという仮の姿で登場し、最
後に本心を明かす、という役どころです。七段目はと
にかく見どころがたくさんの芝居ですので、どうぞ楽
しみにしてください。

雀右衛門：おかるは遊女であり、勘平の女房でもあり、元は腰
元と、複雑な役柄ではありますが、『七段目』では、色
気もあって誠実でと、女方として色 な々ものを表現し
ないといけません。女方が重きをなす大きな舞台で
すから、そこで父の姿を再現できるよう、自分の体を
通してお見せしたいです。勘平が死んだと聞いて苦
しむくだりでの驚くところや間の取り方などを、父が
細かく教えてくれた思い出もございます。由良之助、
平右衛門との関わりの中で表現する女性の心を、お
客様に喜んでいただけたら嬉しく思います。

木ノ下歌舞伎 主宰 木ノ下裕一さんより
おすすめコメントをいただきました!

平成28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

芝雀の名前のときから公文協＊の公演には数多く回らせていただいておりま
すが、今回は大きな節目である襲名披露として、さらに父とたびたび共演され
た幸四郎のお兄様、梅玉のお兄様の御胸を借りて、父がゆかりにしていた

『仮名手本忠臣蔵 七段目 　園一力茶屋の場』のおかる役で全国を回る、こ
んな幸せなことはございません。精いっぱい舞台を勤めて、お越しいただくお
客様に喜んでいただけるように頑張っていきたいと思います。

『仮名手本忠臣蔵 七段目  　園一力茶屋の場』について


