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公演チケット情報11月

チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演

藤岡幸夫

ペーパーカット：今森光彦

11/10（金） 友の会優先発売　11/12（日） 一般発売

カルタゴの女王ディドとトロイの王子エネアスの
悲恋を描いた、ヘンリー・パーセルの傑作を演奏
会形式で上演。古典声楽曲から、四旬節の断食
に入る前の賑やかな宴を描いたマドリガル・コメディ
と二本立てでお贈りします。

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

びわ湖ホール声楽アンサンブル第66回定期公演

［曲目］バンキエーリ：謝肉祭最後の木曜日、楽しい夕べの宴
パーセル：歌劇『ディドとエネアス』（演奏会形式）

SS席完売　S席14,000（13,000）円　A席12,000（11,000）円
B席10,000（9,000）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

11月23日（木・祝）13：00開演［大ホール］

出演：天使／エメーケ・バラート
聖フランチェスコ／ヴァンサン・ル・テクシエ
重い皮膚病を患う人／ペーター・ブロンダー　ほか

合唱：
管弦楽：読売日本交響楽団

びわ湖ホール声楽アンサンブル、新国立劇場合唱団

メシアン作曲 歌劇『アッシジの聖フランチェスコ』メシアン作曲 歌劇『アッシジの聖フランチェスコ』オペラ 全3幕

特別公演 メシアン没後25周年
読売日本交響楽団（創立55周年）共同主催

“メシアンのスペシャリスト”として世界的名声を
誇るシルヴァン・カンブルラン指揮のもと、20
世紀を代表する超大作オペラ『アッシジの聖
フランチェスコ』の日本初全曲演奏に挑みま
す。国内演奏史に大きく名を遺す、この歴史
的な機会をお見逃しなく!

（演奏会形式／フランス語上演・日本語字幕付）

芸術文化振興基金助成事業

全曲日本初演

指揮：シルヴァン・カンブルラン
Ⓒ 読響Ⓒ 読響Ⓒ 読響Ⓒ 読響

エディタ・グルベローヴァ ソプラノ・リサイタルエディタ・グルベローヴァ ソプラノ・リサイタル声 楽 

特別コンサート気軽にクラシック16 西日本唯一のリサイタル!

今世紀最大のオペラ歌手、“ベルカントの女
王”として超絶技巧を極めるディーヴァの美し
いコロラトゥーラ・ソプラノの歌声が響きわた
ります。歴史的な公演をお見逃しなく!

エディタ・グルベローヴァ ペーター・ヴァレントヴィッチ
指揮：ペーター・ヴァレントヴィッチ　管弦楽：大阪交響楽団

10月29日（日）14：00開演［大ホール］
SS席完売　S席12,000（11,000）円　A席10,000（9,000）円
B席8,000（7,000）円　C席6,000円　D席完売 青少年割引当日券

［曲目］モーツァルト：歌劇『ドン・ジョヴァンニ』より
　　　　　　「ひどいですって？ そんな事はおっしゃらないで」
ベッリーニ：歌劇『夢遊病の女』より
　　　　  　   「ああ、もし私があと一度でも…ああ、信じられないわ」
ドニゼッティ：歌劇『アンナ・ボレーナ』より
　　　　　　  「あなた方は泣いているの？…あの場所に連れて行って…邪悪な夫婦よ」　ほか

子どもから大人まで楽しみながら学べるオーケストラ入門
シリーズ! 子どもたちにぜひ聴いてもらいたい名曲と共に、
もっとオーケストラが聴きたくなるコンサートをお届けします。

子どものための管弦楽教室 第14回
～オーケストラが描くファンタジー～

指揮：藤岡幸夫　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

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）

ピアノ：前川裕介
［曲目］シューベルト：音楽に寄せて、ガスタルドン：禁じられた音楽

中村茂隆：たのしみ ほか

［曲目］デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」
J.ウィリアムズ：映画「ハリー・ポッターと賢者の石」より ヘドウィグのテーマ
シューベルト（川上 肇編曲）：魔王　ほか

関西を代表するオペラ歌手にして、軽妙なおしゃべりで
常に会場を沸かせるバリトン歌手 晴 雅彦。心が晴れ晴
れと軽くなるようなひとときをお楽しみください。

大人2,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円
2018年3月21日（水・祝）14：00開演［大ホール］

2018年3月24日（土）14：00開演［小ホール］

2018年2月4日（日）14：00開演［小ホール］一般1,000円

晴 雅彦 バリトン・コンサート

晴 雅彦

本山秀毅

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

平成29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

ヴァンサン・ル・テクシエ
Ⓒ DRⒸ DRⒸ DRⒸ DR

エメーケ・バラート
Ⓒ Zsofi RaffayⒸ Zsofi RaffayⒸ Zsofi RaffayⒸ Zsofi Raffay

平成30年1月より中ホール・小ホールの「各種大会、会議、練習等」での施設利用の受付開始
が6か月早くなります！ より一層のご利用をお願い申しあげます。

使用日の６か月前の月の初日から
使用日の２か月前まで

現　行 平成30年1月受付開始分より
使用日の１２か月前の月の初日の翌日から
使用日の２か月前まで

10月のロビーコンサート 入場無料 メインロビー
［事前申込不要］

10月30日（月）19：00～19：30

出演：サムライ ケルト マイン
　　  清水俊介（フルート＆ホイッスル）、建部 剛（ウッドベース）、守崎 肇（カホン＆バスリコーダー）

ハロウィンの起源といわれるケルトの世界へご招待！ 関西圏を中心に活躍する
『サムライ ケルト マイン』が奏でる魅力あふれる音色にのせて、思わず身体が動き出す？！

ケルティック・ハロウィンナイト!ケルティック・ハロウィンナイト!
申込・お問い合わせ びわ湖ホール管理部 077-523-7135施設利用（貸館）のお知らせ



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

中野翔太＆金子三勇士 ピアノ・デュオ中野翔太＆金子三勇士 ピアノ・デュオ室内楽

音楽：P.I.チャイコフスキー　演出・振付：ウエイン・イーグリング
クララ：池田理沙子　王子：奥村康祐
管弦楽：大阪交響楽団

新国立劇場バレエ団が新制作する全幕バレエ
作品『くるみ割り人形』を上演します。イーグリング
振付による、豪華で楽しい作品です。

11月19日（日）14：00開演［大ホール］
SS席完売　S席10,000（9,000）円　A席8,000（7,000）円　B席6,000円
C席4,000円　D席3,000円
S席子ども（6歳～18歳）5,000円　A席子ども（6歳～18歳）4,000円

Ⓒ 瀬戸秀美Ⓒ 瀬戸秀美Ⓒ 瀬戸秀美Ⓒ 瀬戸秀美

2016年度『シンデレラ』より

新国立劇場バレエ団『くるみ割り人形』バレエ

平成29年度文化庁文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

フンパーディンク作曲 歌劇『ヘンゼルとグレーテル』フンパーディンク作曲 歌劇『ヘンゼルとグレーテル』オペラ

オペラへの招待

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 ローム ミュージック ファンデーション、公益財団法人西川文化財団、びわ湖ホール舞台芸術基金

全3幕
（日本語上演・日本語字幕付）

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
2018年2月11日（日・祝）・12日（月・休）両日とも14：00開演［中ホール］

日本オペラ史に燦然と輝く名演出で『ヘンゼルと
グレーテル』を上演します。演出には、日本オペラ界
の重鎮・栗山昌良、美術に妹尾河童を迎え、幻想
的で美しい舞台を創り上げます。
指揮：角田鋼亮　演出：栗山昌良　美術：妹尾河童
管弦楽：大阪交響楽団　出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル 2010年の公演より

ドイツより指揮者ロメリー・プフントを迎え、聖夜を祝うプロ
グラムで本場の薫りをお届けします。

［曲目］J.S.バッハ：「マニフィカト」BWV243aより
レーガー：8つの宗教的歌曲より“聖母様の夢”  ほか

平成29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65回定期公演声 楽 

ロメリー・プフント
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
12月16日（土）14：00開演［小ホール］

※指揮を予定しておりましたマックス・ポンマーは都合により出演できなくなりました。

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

イタリア歌曲はこんなに面白い!声 楽 

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。

［曲目］オペラ・アリア、テノール de コント、イタリアン・カンツォーネ　ほか

びわ湖ホール発! 実力派・超人気ユニット待望の単独東京
公演! 関西元気文化圏賞・ニューパワー賞を受賞し、ますま
す勢いづいています。ハイレベルな歌唱と関西ならではの笑
いをたっぷり交えた楽しいステージにご期待ください。

2018年3月11日（日）14：00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）2,000円

出演：びわ湖ホール四大テノール
清水徹太郎、竹内直紀、二塚直紀、山本康寛
植松さやか（ピアノ）

びわ湖ホール四大テノール

びわ湖ホール四大テノール東京公演声 楽 

鈴木秀美（チェロ） 円熟のバッハ鈴木秀美（チェロ） 円熟のバッハ室内楽

［曲目］J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 より 第１番、第３番、第5番

12月9日（土）14：00開演［小ホール］

日本におけるバロック・チェロの第一人者、長いキャリアを
重ねてきた鈴木による、円熟のバッハをお贈りします。

Ⓒ K MiuraⒸ K MiuraⒸ K MiuraⒸ K Miura

びわ湖の午後50

萩原麻未（ピアノ）×成田達輝（ヴァイオリン）×横坂 源（チェロ）萩原麻未（ピアノ）×成田達輝（ヴァイオリン）×横坂 源（チェロ）
輝ける未来への源流輝ける未来への源流

室内楽

Ⓒ Akira MutoⒸ Akira MutoⒸ Akira MutoⒸ Akira Muto

萩原麻未
Ⓒ Hiroki SugiuraⒸ Hiroki SugiuraⒸ Hiroki SugiuraⒸ Hiroki Sugiura

成田達輝 横坂 源

国際コンクールで華 し々い受賞歴を誇る
日本クラシック音楽界の未来を担う3人
が初めてピアノ三重奏で共演します。

［曲目］チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲  「偉大な芸術家の思い出に」　ほか

2018年2月17日（土）14：00開演［小ホール］

びわ湖の午後51

選りすぐりの音楽家による演奏を、親密な空間の小ホールでお楽しみいただく
〈びわ湖の午後〉シリーズ。2公演セット券がお得です。
各公演とも　一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円
びわ湖の午後50・51 セット券6,000円

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 匠寿庵

バットシェバ舞踊団／オハッド・ナハリン
『LAST WORK ラスト・ワーク』

ダンス

助成：一般財団法人地域創造

演出・振付：オハッド・ナハリン

イスラエルが世界に誇る第一級のダンス・カンパニー
がびわ湖ホールに５年ぶりの登場! 強靭な身体で表
現するダンサー達と、予想がつかない展開で観客を
引き込むナハリンによる最新作です。

11月5日（日）16：00開演［中ホール］
S席6,000（5,500）円　A席4,000円　青少年（25歳未満）3,000円

Ⓒ Gadi DagonⒸ Gadi DagonⒸ Gadi DagonⒸ Gadi Dagon

バットシェバ舞踊団

GAGAワークショップ
バットシェバ舞踊団ダンサーによる《GAGAワークショップ》を開催します。
11月4日（土）［リハーサル室］　定員：各回50名（先着順・要事前申込）

〈GAGAピープル〉16：30～　どなたでも参加できるワークショップ。スキル・経験不問。　参加費：1,000円
〈GAGAダンサー〉18：00～　振付家・ダンサー向けワークショップ。舞踊歴3年以上、ジャンル不問。
　参加費：11/5（日）『LAST WORK』公演チケットお持ちの方2,000円　お持ちでない方3,000円
※詳細は、チラシまたはびわ湖ホールHPをご覧ください。

申込・お問い合わせ
びわ湖ホール事業部 077-523-7150

［曲目］モーツァルト：2台のピアノのためのソナタ K.448
ドビュッシー（デュティユー編曲）：月の光
J.ウィリアムズ（中野翔太編曲）：スター・ウォーズ　ほか

若きピアニスト2人が楽しいトークとともにお贈り
する2台ピアノの華やかなる世界!

2018年1月14日（日）14：00開演［中ホール］
一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円

Ⓒ Ayako YamamotoⒸ Ayako YamamotoⒸ Ayako YamamotoⒸ Ayako Yamamoto

金子三勇士
Ⓒ YuujiⒸ YuujiⒸ YuujiⒸ Yuuji

中野翔太

スタインウェイ“ピノ”シリーズ vol.4

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円
2018年1月20日（土）14：00開演［小ホール］

よく知られているようでまだまだ奥の深いイタリア歌曲の佳曲を、びわ湖ホール声楽アンサンブル･ソロ登録
メンバーの歌声とオペラ指揮者として華 し々い活躍を見せる園田隆一郎のピアノと解説でお贈りします。

山本康寛（テノール）
Ⓒ Fabio ParenzanⒸ Fabio ParenzanⒸ Fabio ParenzanⒸ Fabio Parenzan

園田隆一郎（ピアノ） 佐藤路子（ソプラノ） 砂場拓也（バリトン）

［曲目］ヘンデル：歌劇『セルセ』より オンブラ・マイ・フ
スカルラッティ：陽はすでにガンジス川から　ほか

小林久美子（メゾ・ソプラノ）

プロデュースオペラ

平成29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
助成：公益財団法人 三菱UFJ信託芸術文化財団、公益財団法人花王芸術・科学財団

舞台装置を間近でご覧いただきながら、演出家等がお話しします。

3月4日（日）10：00 ～［大ホール］※事前申込不要
出演：ミヒャエル・ハンぺ（演出家）ほか　参加費：1,000円（『ワルキューレ』公演チケット提示の方は無料）　

オペラ・ワークショップ

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

講師：東条碩夫（音楽評論家）
①2018年1月 7日（日） 『ワルキューレ』のあらすじと音楽～ややこしい話をシンプルに。ライトモティーフの魅力～
②2018年1月21日（日） 『ワルキューレ』の壮麗雄大な舞台～さまざまな映像で比較する演出の解釈の違いの面白さ～
両日とも14：30開講［コラボしが21 3階大会議室]
全2回通し券2,000円　1回券（当日のみ）1,500円　 〈自由席〉

オペラ講座『ワルキューレ』（初級編／全2回）

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

①2018年2月　3日（土） 作品の全体像とその思想的背景 講師：藤野 一夫（神戸大学教授）
②2018年2月18日（日） 『ワルキューレ』総譜解題 講師：岡田 安樹浩（国立音楽大学講師）
③2018年2月25日（日） 作品成立事情とテキスト解説 講師：伊東 史明（大谷大学講師）
3日間とも14：00開講［①リハーサル室、②・③コラボしが21 3階大会議室]
全3回通し券3,000円　1回券（当日のみ）1,500円　〈自由席〉

ワーグナー・ゼミナール（上級編／全3回）

※詳細については、びわ湖ホールHPをご覧ください。

SS席20,000（19,000）円　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7,000円　E席5,000円　
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

2018年3月3日（土）・4日（日）両日とも14：00開演［大ホール］

青少年割引当日券

ザ・チーフタンズザ・チーフタンズ
～結成55周年記念 Forever Tour～～結成55周年記念 Forever Tour～

ワールド
ミュージック

半世紀を越え、今なお伝説を生み続けるケルト音楽の
至宝。結成55年目の来日公演です。

S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円
B席3,000（2,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

11月25日（土）15：00開演［大ホール］

大人の楽しみ方22〈アイリッシュ〉

イリーナ・メジューエワ ピアノ・リサイタルイリーナ・メジューエワ ピアノ・リサイタル室内楽

Ⓒ 奥村和泰Ⓒ 奥村和泰Ⓒ 奥村和泰Ⓒ 奥村和泰

ロシア出身のピアニスト、イリーナ・メジューエワ。日本デビュー
20周年を記念して、オールショパンプログラムをお贈りします!

［曲目］ショパン：ピアノ・ソナタ 第2番、第3番
　　　　 子守歌 変ニ長調　ほか

11月4日（土）14：00開演［小ホール］
一般3,500（3,000）円　青少年（25歳未満）2,000円

古典芸能 野村万作・野村萬斎 狂言公演
『蝸牛』『千切木』 
野村万作・野村萬斎 狂言公演

『蝸牛』『千切木』 
か　 ぎゅうか　 ぎゅう ち　 ぎり　　きち　 ぎり　　き

助成：公益財団法人西川文化財団

人間国宝の野村万作、映画や演劇公演でも活躍している
野村萬斎による、毎年大好評の狂言公演をお贈りします。

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

12月10日（日）１３：00開演／１７：00開演［中ホール］
Ⓒ 政川慎治Ⓒ 政川慎治Ⓒ 政川慎治Ⓒ 政川慎治

共
　催

日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演 Ｖol.10
S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500（2,000）円

12月17日（日）15：00開演［大ホール］

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス 06-6868-0591

入場料：1,000円
びわ湖に響け! 1000人の吹奏楽with淀工
11月3日（金・祝）15：30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

12月16日（土）17：00開演［大ホール］KEIBUN第九2017
SS席6,500円　S席6,000円　A席5,500円　B席4,500円　C席3,500円

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

協
　力

2018年1月8日（月・祝）13：30開演［大ホール］
ウィンナー・ワルツ・オーケストラ2018 宮殿祝賀コンサート

S席6,000円　A席（4階）4,500円
お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

12月1日（金）13：30上映［小ホール］
第５回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール オペラ映画『カルメン』

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

ワーグナー作曲  『ワルキューレ』ワーグナー作曲  『ワルキューレ』オペラ

2016年度よりスタートしたワーグナー畢生
の大作〈ニーベルングの指環〉全四作を
毎年新制作する「びわ湖リング」。
びわ湖ホールが総力を結集して創り上
げる「決定版」舞台にご期待ください。

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　演出：ミヒャエル・ハンペ　
装置・衣裳：ヘニング・フォン・ギールケ　管弦楽：京都市交響楽団

（ドイツ語上演・日本語字幕付）

Ⓒ RYOICHI ARATANIⒸ RYOICHI ARATANIⒸ RYOICHI ARATANIⒸ RYOICHI ARATANI

沼尻竜典 ミヒャエル・ハンぺ ヘニング・フォン・ギールケ

全3幕
新制作

アンドリュー・リチャーズ
斉木健詞
ユルゲン・リン
森谷真理
ステファニー・ミュター
小山由美

望月哲也
山下浩司
青山　貴
田崎尚美
池田香織
中島郁子　ほか

〈キャスト〉
ジークムント
フンディング
ヴォータン
ジークリンデ
ブリュンヒルデ
フリッカ

（3日） （4日）

会場が一体になって新年を迎えるカウントダウン
コンサート。びわ湖ホールで華やかな年越しを!

12月31日（日）22：00開演［大ホール］
SS席8,000（7,500）円 　S席6,500（6,000）円　A席5,000（4,500）円
B席4,000円 　C席3,000円　青少年（25歳未満）S～C席1,500円

［曲目］ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
ロッシーニ：歌劇『セヴィリアの理髪師』より　ほか

指揮：ロッセン・ゲルゴフ　司会：桂 米團治
ピアノ：塩谷 哲　管弦楽：大阪交響楽団

昨年の公演より

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2017-2018びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2017-2018オーケストラ

お楽しみ抽選会
もあります！

ベッリーニ作曲 歌劇『ノルマ』ベッリーニ作曲 歌劇『ノルマ』オペラ 新制作
全2幕

（イタリア語上演・日本語字幕付）

沼尻竜典オペラセレクション
びわ湖ホール・日生劇場・川崎市スポーツ･文化総合センター・藤原歌劇団
東京フィルハーモニー交響楽団 共同制作

沼尻竜典がお客様にぜひ聴いていただきたい珠玉の作品をお届けするシリーズ。今回
は、イタリア･ベルカント･オペラの最高傑作と称され
る『ノルマ』を、演出に粟國 淳を迎え、新制作で上演
します。日本でのオペラ出演が最後となる世界最高
峰のソプラノ歌手マリエッラ･デヴィーアら世界的歌
手を迎え、新たなる伝説の舞台を築きます。
指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　演出：粟國 淳
出演：ノルマ／マリエッラ・デヴィーア

アダルジーザ／ラウラ・ポルヴェレッリ
ポリオーネ／ステファン・ポップ　ほか

平成29年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

10月28日（土）14：00開演［大ホール］ 青少年割引当日券

2017年の日生劇場公演より
Ⓒ 公益財団法人日本オペラ振興会Ⓒ 公益財団法人日本オペラ振興会Ⓒ 公益財団法人日本オペラ振興会Ⓒ 公益財団法人日本オペラ振興会

平成29年度（第72回）文化庁芸術祭参加公演

完売御礼

11/9（木） 友の会優先発売　11/11（土） 一般発売 お問い合わせ：（公財）びわ湖芸術文化財団 077-523-7146

・ BAFびわこミュージックハーベスト打楽器アンサンブルコンサート
びわ湖☆アートフェスティバル2017

一般1,500円 25歳未満500円　〈自由席〉　出演：中谷 満、宮本妥子　ほか13：00開演
・ 平成28年度滋賀県次世代文化賞受賞記念 BAF 久末 航 室内楽の世界

一般1,500円 25歳未満500円　〈自由席〉　出演：久末 航（ピアノ）　ほか17：30開演

12月23日（土・祝）［小ホール］

※詳細は、チラシをご覧ください。



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

中野翔太＆金子三勇士 ピアノ・デュオ中野翔太＆金子三勇士 ピアノ・デュオ室内楽

音楽：P.I.チャイコフスキー　演出・振付：ウエイン・イーグリング
クララ：池田理沙子　王子：奥村康祐
管弦楽：大阪交響楽団

新国立劇場バレエ団が新制作する全幕バレエ
作品『くるみ割り人形』を上演します。イーグリング
振付による、豪華で楽しい作品です。

11月19日（日）14：00開演［大ホール］
SS席完売　S席10,000（9,000）円　A席8,000（7,000）円　B席6,000円
C席4,000円　D席3,000円
S席子ども（6歳～18歳）5,000円　A席子ども（6歳～18歳）4,000円

Ⓒ 瀬戸秀美Ⓒ 瀬戸秀美Ⓒ 瀬戸秀美Ⓒ 瀬戸秀美

2016年度『シンデレラ』より

新国立劇場バレエ団『くるみ割り人形』バレエ

平成29年度文化庁文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

フンパーディンク作曲 歌劇『ヘンゼルとグレーテル』フンパーディンク作曲 歌劇『ヘンゼルとグレーテル』オペラ

オペラへの招待

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 ローム ミュージック ファンデーション、公益財団法人西川文化財団、びわ湖ホール舞台芸術基金

全3幕
（日本語上演・日本語字幕付）

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
2018年2月11日（日・祝）・12日（月・休）両日とも14：00開演［中ホール］

日本オペラ史に燦然と輝く名演出で『ヘンゼルと
グレーテル』を上演します。演出には、日本オペラ界
の重鎮・栗山昌良、美術に妹尾河童を迎え、幻想
的で美しい舞台を創り上げます。
指揮：角田鋼亮　演出：栗山昌良　美術：妹尾河童
管弦楽：大阪交響楽団　出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル 2010年の公演より

ドイツより指揮者ロメリー・プフントを迎え、聖夜を祝うプロ
グラムで本場の薫りをお届けします。

［曲目］J.S.バッハ：「マニフィカト」BWV243aより
レーガー：8つの宗教的歌曲より“聖母様の夢”  ほか

平成29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65回定期公演声 楽 

ロメリー・プフント
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
12月16日（土）14：00開演［小ホール］

※指揮を予定しておりましたマックス・ポンマーは都合により出演できなくなりました。

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

イタリア歌曲はこんなに面白い!声 楽 

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。

［曲目］オペラ・アリア、テノール de コント、イタリアン・カンツォーネ　ほか

びわ湖ホール発! 実力派・超人気ユニット待望の単独東京
公演! 関西元気文化圏賞・ニューパワー賞を受賞し、ますま
す勢いづいています。ハイレベルな歌唱と関西ならではの笑
いをたっぷり交えた楽しいステージにご期待ください。

2018年3月11日（日）14：00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）2,000円

出演：びわ湖ホール四大テノール
清水徹太郎、竹内直紀、二塚直紀、山本康寛
植松さやか（ピアノ）

びわ湖ホール四大テノール

びわ湖ホール四大テノール東京公演声 楽 

鈴木秀美（チェロ） 円熟のバッハ鈴木秀美（チェロ） 円熟のバッハ室内楽

［曲目］J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 より 第１番、第３番、第5番

12月9日（土）14：00開演［小ホール］

日本におけるバロック・チェロの第一人者、長いキャリアを
重ねてきた鈴木による、円熟のバッハをお贈りします。

Ⓒ K MiuraⒸ K MiuraⒸ K MiuraⒸ K Miura

びわ湖の午後50

萩原麻未（ピアノ）×成田達輝（ヴァイオリン）×横坂 源（チェロ）萩原麻未（ピアノ）×成田達輝（ヴァイオリン）×横坂 源（チェロ）
輝ける未来への源流輝ける未来への源流

室内楽

Ⓒ Akira MutoⒸ Akira MutoⒸ Akira MutoⒸ Akira Muto

萩原麻未
Ⓒ Hiroki SugiuraⒸ Hiroki SugiuraⒸ Hiroki SugiuraⒸ Hiroki Sugiura

成田達輝 横坂 源

国際コンクールで華 し々い受賞歴を誇る
日本クラシック音楽界の未来を担う3人
が初めてピアノ三重奏で共演します。

［曲目］チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲  「偉大な芸術家の思い出に」　ほか

2018年2月17日（土）14：00開演［小ホール］

びわ湖の午後51

選りすぐりの音楽家による演奏を、親密な空間の小ホールでお楽しみいただく
〈びわ湖の午後〉シリーズ。2公演セット券がお得です。
各公演とも　一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円
びわ湖の午後50・51 セット券6,000円

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 匠寿庵

バットシェバ舞踊団／オハッド・ナハリン
『LAST WORK ラスト・ワーク』

ダンス

助成：一般財団法人地域創造

演出・振付：オハッド・ナハリン

イスラエルが世界に誇る第一級のダンス・カンパニー
がびわ湖ホールに５年ぶりの登場! 強靭な身体で表
現するダンサー達と、予想がつかない展開で観客を
引き込むナハリンによる最新作です。

11月5日（日）16：00開演［中ホール］
S席6,000（5,500）円　A席4,000円　青少年（25歳未満）3,000円

Ⓒ Gadi DagonⒸ Gadi DagonⒸ Gadi DagonⒸ Gadi Dagon

バットシェバ舞踊団

GAGAワークショップ
バットシェバ舞踊団ダンサーによる《GAGAワークショップ》を開催します。
11月4日（土）［リハーサル室］　定員：各回50名（先着順・要事前申込）

〈GAGAピープル〉16：30～　どなたでも参加できるワークショップ。スキル・経験不問。　参加費：1,000円
〈GAGAダンサー〉18：00～　振付家・ダンサー向けワークショップ。舞踊歴3年以上、ジャンル不問。
　参加費：11/5（日）『LAST WORK』公演チケットお持ちの方2,000円　お持ちでない方3,000円
※詳細は、チラシまたはびわ湖ホールHPをご覧ください。

申込・お問い合わせ
びわ湖ホール事業部 077-523-7150

［曲目］モーツァルト：2台のピアノのためのソナタ K.448
ドビュッシー（デュティユー編曲）：月の光
J.ウィリアムズ（中野翔太編曲）：スター・ウォーズ　ほか

若きピアニスト2人が楽しいトークとともにお贈り
する2台ピアノの華やかなる世界!

2018年1月14日（日）14：00開演［中ホール］
一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円

Ⓒ Ayako YamamotoⒸ Ayako YamamotoⒸ Ayako YamamotoⒸ Ayako Yamamoto

金子三勇士
Ⓒ YuujiⒸ YuujiⒸ YuujiⒸ Yuuji

中野翔太

スタインウェイ“ピノ”シリーズ vol.4

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円
2018年1月20日（土）14：00開演［小ホール］

よく知られているようでまだまだ奥の深いイタリア歌曲の佳曲を、びわ湖ホール声楽アンサンブル･ソロ登録
メンバーの歌声とオペラ指揮者として華 し々い活躍を見せる園田隆一郎のピアノと解説でお贈りします。

山本康寛（テノール）
Ⓒ Fabio ParenzanⒸ Fabio ParenzanⒸ Fabio ParenzanⒸ Fabio Parenzan

園田隆一郎（ピアノ） 佐藤路子（ソプラノ） 砂場拓也（バリトン）

［曲目］ヘンデル：歌劇『セルセ』より オンブラ・マイ・フ
スカルラッティ：陽はすでにガンジス川から　ほか

小林久美子（メゾ・ソプラノ）

プロデュースオペラ

平成29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
助成：公益財団法人 三菱UFJ信託芸術文化財団、公益財団法人花王芸術・科学財団

舞台装置を間近でご覧いただきながら、演出家等がお話しします。

3月4日（日）10：00 ～［大ホール］※事前申込不要
出演：ミヒャエル・ハンぺ（演出家）ほか　参加費：1,000円（『ワルキューレ』公演チケット提示の方は無料）　

オペラ・ワークショップ

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

講師：東条碩夫（音楽評論家）
①2018年1月 7日（日） 『ワルキューレ』のあらすじと音楽～ややこしい話をシンプルに。ライトモティーフの魅力～
②2018年1月21日（日） 『ワルキューレ』の壮麗雄大な舞台～さまざまな映像で比較する演出の解釈の違いの面白さ～
両日とも14：30開講［コラボしが21 3階大会議室]
全2回通し券2,000円　1回券（当日のみ）1,500円　 〈自由席〉

オペラ講座『ワルキューレ』（初級編／全2回）

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

①2018年2月　3日（土） 作品の全体像とその思想的背景 講師：藤野 一夫（神戸大学教授）
②2018年2月18日（日） 『ワルキューレ』総譜解題 講師：岡田 安樹浩（国立音楽大学講師）
③2018年2月25日（日） 作品成立事情とテキスト解説 講師：伊東 史明（大谷大学講師）
3日間とも14：00開講［①リハーサル室、②・③コラボしが21 3階大会議室]
全3回通し券3,000円　1回券（当日のみ）1,500円　〈自由席〉

ワーグナー・ゼミナール（上級編／全3回）

※詳細については、びわ湖ホールHPをご覧ください。

SS席20,000（19,000）円　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7,000円　E席5,000円　
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

2018年3月3日（土）・4日（日）両日とも14：00開演［大ホール］

青少年割引当日券

ザ・チーフタンズザ・チーフタンズ
～結成55周年記念 Forever Tour～～結成55周年記念 Forever Tour～

ワールド
ミュージック

半世紀を越え、今なお伝説を生み続けるケルト音楽の
至宝。結成55年目の来日公演です。

S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円
B席3,000（2,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

11月25日（土）15：00開演［大ホール］

大人の楽しみ方22〈アイリッシュ〉

イリーナ・メジューエワ ピアノ・リサイタルイリーナ・メジューエワ ピアノ・リサイタル室内楽

Ⓒ 奥村和泰Ⓒ 奥村和泰Ⓒ 奥村和泰Ⓒ 奥村和泰

ロシア出身のピアニスト、イリーナ・メジューエワ。日本デビュー
20周年を記念して、オールショパンプログラムをお贈りします!

［曲目］ショパン：ピアノ・ソナタ 第2番、第3番
　　　　 子守歌 変ニ長調　ほか

11月4日（土）14：00開演［小ホール］
一般3,500（3,000）円　青少年（25歳未満）2,000円

古典芸能 野村万作・野村萬斎 狂言公演
『蝸牛』『千切木』 
野村万作・野村萬斎 狂言公演

『蝸牛』『千切木』 
か　 ぎゅうか　 ぎゅう ち　 ぎり　　きち　 ぎり　　き

助成：公益財団法人西川文化財団

人間国宝の野村万作、映画や演劇公演でも活躍している
野村萬斎による、毎年大好評の狂言公演をお贈りします。

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

12月10日（日）１３：00開演／１７：00開演［中ホール］
Ⓒ 政川慎治Ⓒ 政川慎治Ⓒ 政川慎治Ⓒ 政川慎治

共
　催

日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演 Ｖol.10
S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500（2,000）円

12月17日（日）15：00開演［大ホール］

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス 06-6868-0591

入場料：1,000円
びわ湖に響け! 1000人の吹奏楽with淀工
11月3日（金・祝）15：30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

12月16日（土）17：00開演［大ホール］KEIBUN第九2017
SS席6,500円　S席6,000円　A席5,500円　B席4,500円　C席3,500円

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

協
　力

2018年1月8日（月・祝）13：30開演［大ホール］
ウィンナー・ワルツ・オーケストラ2018 宮殿祝賀コンサート

S席6,000円　A席（4階）4,500円
お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

12月1日（金）13：30上映［小ホール］
第５回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール オペラ映画『カルメン』

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

ワーグナー作曲  『ワルキューレ』ワーグナー作曲  『ワルキューレ』オペラ

2016年度よりスタートしたワーグナー畢生
の大作〈ニーベルングの指環〉全四作を
毎年新制作する「びわ湖リング」。
びわ湖ホールが総力を結集して創り上
げる「決定版」舞台にご期待ください。

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　演出：ミヒャエル・ハンペ　
装置・衣裳：ヘニング・フォン・ギールケ　管弦楽：京都市交響楽団

（ドイツ語上演・日本語字幕付）

Ⓒ RYOICHI ARATANIⒸ RYOICHI ARATANIⒸ RYOICHI ARATANIⒸ RYOICHI ARATANI

沼尻竜典 ミヒャエル・ハンぺ ヘニング・フォン・ギールケ

全3幕
新制作

アンドリュー・リチャーズ
斉木健詞
ユルゲン・リン
森谷真理
ステファニー・ミュター
小山由美

望月哲也
山下浩司
青山　貴
田崎尚美
池田香織
中島郁子　ほか

〈キャスト〉
ジークムント
フンディング
ヴォータン
ジークリンデ
ブリュンヒルデ
フリッカ

（3日） （4日）

会場が一体になって新年を迎えるカウントダウン
コンサート。びわ湖ホールで華やかな年越しを!

12月31日（日）22：00開演［大ホール］
SS席8,000（7,500）円 　S席6,500（6,000）円　A席5,000（4,500）円
B席4,000円 　C席3,000円　青少年（25歳未満）S～C席1,500円

［曲目］ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
ロッシーニ：歌劇『セヴィリアの理髪師』より　ほか

指揮：ロッセン・ゲルゴフ　司会：桂 米團治
ピアノ：塩谷 哲　管弦楽：大阪交響楽団

昨年の公演より

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2017-2018びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2017-2018オーケストラ

お楽しみ抽選会
もあります！

ベッリーニ作曲 歌劇『ノルマ』ベッリーニ作曲 歌劇『ノルマ』オペラ 新制作
全2幕

（イタリア語上演・日本語字幕付）

沼尻竜典オペラセレクション
びわ湖ホール・日生劇場・川崎市スポーツ･文化総合センター・藤原歌劇団
東京フィルハーモニー交響楽団 共同制作

沼尻竜典がお客様にぜひ聴いていただきたい珠玉の作品をお届けするシリーズ。今回
は、イタリア･ベルカント･オペラの最高傑作と称され
る『ノルマ』を、演出に粟國 淳を迎え、新制作で上演
します。日本でのオペラ出演が最後となる世界最高
峰のソプラノ歌手マリエッラ･デヴィーアら世界的歌
手を迎え、新たなる伝説の舞台を築きます。
指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　演出：粟國 淳
出演：ノルマ／マリエッラ・デヴィーア

アダルジーザ／ラウラ・ポルヴェレッリ
ポリオーネ／ステファン・ポップ　ほか

平成29年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

10月28日（土）14：00開演［大ホール］ 青少年割引当日券

2017年の日生劇場公演より
Ⓒ 公益財団法人日本オペラ振興会Ⓒ 公益財団法人日本オペラ振興会Ⓒ 公益財団法人日本オペラ振興会Ⓒ 公益財団法人日本オペラ振興会

平成29年度（第72回）文化庁芸術祭参加公演

完売御礼

11/9（木） 友の会優先発売　11/11（土） 一般発売 お問い合わせ：（公財）びわ湖芸術文化財団 077-523-7146

・ BAFびわこミュージックハーベスト打楽器アンサンブルコンサート
びわ湖☆アートフェスティバル2017

一般1,500円 25歳未満500円　〈自由席〉　出演：中谷 満、宮本妥子　ほか13：00開演
・ 平成28年度滋賀県次世代文化賞受賞記念 BAF 久末 航 室内楽の世界

一般1,500円 25歳未満500円　〈自由席〉　出演：久末 航（ピアノ）　ほか17：30開演

12月23日（土・祝）［小ホール］

※詳細は、チラシをご覧ください。
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なぎさ通り
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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.233　平成29年10月20日発行　発行・編集 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

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

アイルランドの音楽を世界に広め、結成から半世紀を超えた今も活発な活動
を続けるスーパーグループ「ザ・チーフタンズ」がびわ湖ホールに登場します。

11月25日（土）15：００開演［大ホール］

　  
11月25日（土）15：００開演［大ホール］

　  

ザ・チーフタンズ ～結成55周年記念Forever Tour ～
大人の楽しみ方22〈アイリッシュ〉

S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円　B席3,000（2,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

パディ・モローニ

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。SS～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）。

ザ・チーフタンズザ・チーフタンズ 世界に広がるアイルランドの文化世界に広がるアイルランドの文化
　アイルランドに色濃く伝わるケルトの
文化は、数千年前、ヨーロッパ全土に広
がっていた古い伝統を今に伝えるもの。
ヨーロッパ各国はもちろん、アイルラン
ドからアメリカ大陸やオセアニアなどへ
渡った移民とともに世界中に広まって
います。ハリー・ポッターに登場する魔
術の世界や、日本でも国民的季節行事となりつつあるハロウィンなど、
ケルトに起源を持つ文化は、意外にも私たちの身近にたくさんあります。

楽しい! 感動! 超絶のパフォーマンス楽しい! 感動! 超絶のパフォーマンス
　ザ・チーフタンズのコンサートは、演奏が素晴らしいのはもちろん、一流のダンサーによる超絶
ダンス、素朴ながら楽しい歌、思わず身体が動き出すリズムなど、エンタテイメント性に満ちた
とびきり楽しいステージです。コンサートの最後は、観客を巻き込んでの大ダンス・パーティに。

アイルランドの伝統楽器アイルランドの伝統楽器
　バンドの創立時からのメンバーで今年
７９歳になるパディ・モローニが演奏する
のはイーリアン・パイプス（写真前列
左）。イーリアンとはアイルランド語で
「肘」のこと。右脇に抱えた革袋をふいご
として空気を送り音を出すバグパイプの
一種です。
　アイリッシュハープ（写真前列右）は、
アイルランドの国章にも使われる、同国
を象徴する楽器。ギネスビールのラベル
にも描かれています。クラシック音楽で
使われるグランドハープより小型で、弦
の数や音階は製作者によって様々なもの
があります。

　大きなタンバリンのような楽器はボーラン
（写真後列右）。ヤギの皮を張った片面太
鼓で、右手に持った短くて太いスティック
の両端を使い、手首を回転させてリズミ
カルなビートを刻みます。ボーラン奏者
のケヴィン・コネフは、古くから伝わる
シャン・ノースと呼ばれるスタイルの歌を
受け継ぐシンガーでもあります。
　アイリッシュ・フルート（写真後列左）
は、複雑なキーを持たないシンプルな横
笛。父親をはじめ一族にも優れたフルート
奏者が多いというマット・モロイは、8歳か
らフルートを学び、17歳で全アイルランド・
チャンピオンに輝いた名手。

The Chieftains 

〈アクセス〉

《駐車場のご案内》

踊りがいっぱいのコンサートになりますよ。踊れる靴を履いてきてください!


