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大注目! かがり火オペラや
家族で楽しめる

キッズ・ワークショップ
を開催予定!

大注目! かがり火オペラや
家族で楽しめる

キッズ・ワークショップ
を開催予定!

この春、びわ湖ホールを拠点に県
内全域でクラシック音楽を堪能でき
る音楽祭が誕生! びわ湖ホール会
場は、沼尻竜典芸術監督自らプロ
デュース。一流アーティストたちが集
結します。2018年のテーマは「私は
夢に生きたい」。「夢」にちなんだ曲
を多く取り上げるほか、新企画 湖
畔での「かがり火オペラ」や、琵琶
湖ならではの遊覧船ビアンカ船上
での湖上公演など、「近江の春」を
音楽でお楽しみいただきます。

～私は夢に生きたい～

5月3日（木・祝）プレ公演・4日（金・祝）・5日（土・祝） ［びわ湖ホール全館 ほか］
※そのほか4月～5月にかけて県内各地で開催

出演：沼尻竜典（指揮、ピアノ）、大植英次（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団
京都フィルハーモニー室内合奏団、ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
アンティ・シーララ、小川典子、野平一郎、荒尾岳児、河原忠之、迫 昭嘉、末永 匡（以上ピアノ）
マイケル・コリンズ（クラリネット）、戸田弥生、渡辺玲子（以上ヴァイオリン）
上村 昇、藤原真理（チェロ）、和谷泰扶（ハーモニカ）、福田進一（ギター）
市原多朗、折江忠道、角田祐子、河野克典、砂川涼子、林 美智子、中村恵理、水口 聡
森谷真理、与儀 巧（以上声楽）、ダルマ・ブダヤ（ジャワガムラン）
びわ湖ホール声楽アンサンブル、びわ湖ホール四大テノール、冨田人形（人形浄瑠璃）
京都橘高等学校吹奏楽部、明浄学院高等学校吹奏楽部　ほか多数

最新情報は、公式ホームページ（http://bc2018.biwako-hall.or.jp/）をご覧ください。

33公演（びわ湖ホール、ピアザホール、琵琶湖畔）有料公演
約40公演（メインロビー、湖畔広場、遊覧船ビアンカ　ほか）無料公演

3/15（木） 友の会優先発売　3/17（土） 一般発売

世界的なジャズ・ピアニスト山下洋輔と１５名
の凄腕ミュージシャンたちによる特別編成の
ビッグバンド。伝説の〈山下洋輔トリオ〉の楽
曲で構成される「組曲 山下洋輔トリオ」、これ
まで多くの聴衆を熱狂させた「ボレロ」など、
ファン垂涎のプログラムにご期待ください!

S席6,000（5,500）円　A席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

6月23日（土）18：00開演［大ホール］

大人の楽しみ方 23〈ジャズ〉

山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート2018

［曲目］山下洋輔：組曲 山下洋輔トリオ（編曲：松本 治）
モーリス・ラヴェル：ボレロ（編曲：松本 治）
デューク・エリントン：「極東組曲」より（編曲：松本 治）

出演：山下洋輔スペシャル・ビッグバンド Ⓒ Jimmy and Dena KatzⒸ Jimmy and Dena KatzⒸ Jimmy and Dena KatzⒸ Jimmy and Dena Katz

3/5（月） 友の会優先発売　3/7（水） 一般発売

ソプラノ歌手として国際的に活躍する山崎美奈
によるびわ湖ホール声楽アンサンブルのための
イタリア声楽曲研修を実施し、指導の様子を広く
一般に公開します。

〈2日間通し券〉一般2,000円　U30（30歳以下）1,000円
〈1 日 券〉一般のみ1,500円　（自由席）

5月24日（木）・25日（金）両日とも14：00開講［小ホール］

若杉・長野音楽基金

講師：山崎美奈（ソプラノ）
受講生：びわ湖ホール声楽アンサンブル

イタリア声楽曲研修

山崎美奈



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

入会金・年会費無料入会金・年会費無料

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）

3月25日（日）14：00開演［中ホール］

スターダンサーズ・バレエ団
リラックスパフォーマンス「白鳥の湖」＆「迷子の青虫さん」

大人3,000円　子ども（4歳～高校生）1,000円
お問い合わせ：公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 03-3401-2293

協
　力

3月16日（金）13：30上映［小ホール］

第6回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール
オペラ映画『蝶々夫人』

前売り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

共
　催

6月30日（土）15：00開演［大ホール］
イタリア・バーリ歌劇場「イル・トロヴァトーレ」

SS席29,000円　S席24,000円　A席19,000円　B席16,000円
C席13,000円　D席10,000円

お問い合わせ：楽天チケット/コンサートドアーズ 03-6264-4194

イタリア・オペラの精髄を今に伝える名門歌劇場、待望の初来日公演。驚異のキャスティングが実現！
出演:バルバラ・フリットリ、フランチェスコ・メーリ、アルベルト・ガザーレ　ほか

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］ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲 第5番「幽霊」
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」

2月17日（土）14：00開演［小ホール］

びわ湖の午後51

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

小山由美ドイツ歌曲研修Ⅲ声 楽 

若杉・長野音楽基金

3月6日（火）・7日（水）・8日（木）各日14：00開講 ［小ホール］

マンハイム音楽大学で教鞭をとり、新国立劇場
オペラ研修所でも指導にあたっているメゾ・
ソプラノ歌手小山由美によるびわ湖ホール
声楽アンサンブルのためのドイツ歌曲研修で
す。指導の様子を広く一般に公開します。

〈3日通し券〉一般3,000円　U30（30歳以下）1,000円　
〈1 日 券〉一般1,500円　（自由席）

昨年の様子

講師：小山由美　ピアノ：船橋美穂
受講者：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー
課題曲:ワーグナー、マーラー、ヴォルフ、コルンゴルト等の作品より

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

野村萬斎 広末涼子

作：井上ひさし　演出：栗山民也
出演：野村萬斎、広末涼子、辻 萬長、鷲尾真知子
　　  山崎 一、土屋佑壱
　　 

昭和9年の激動の上海を生きた作家 魯迅と日
本人夫妻らとの親交を描いた井上ひさしの名
作。野村萬斎、広末涼子ら豪華キャストと栗山
民也の新演出でお届けします。

3月21日（水・祝）12：00開演／17：00開演［中ホール］
青少年割引当日券S席8,000（7,500）円　A席6,500（6,000）円

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

こまつ座&世田谷パブリックシアター
「シャンハイムーン」

演 劇

［曲目］オペラ「連隊の娘」より あぁ！ 今日はなんて嬉しい日
オペラ「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ
日本の歌：荒城の月、まほろば、テノールdeコント：大都会  ほか

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

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。初の単独東京公演をぜひ応援ください。
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東京公演声 楽 

びわ湖ホール
四大テノール

初の単独
東京公演！

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

プロデュースオペラ

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）

全3幕
新制作

Ⓒ 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

2017年3月「ラインの黄金」より

本番直前の会場で、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

びわ湖ホール・新国立劇場提携オペラ公演

プッチーニ作曲  歌劇『トスカ』プッチーニ作曲  歌劇『トスカ』オペラ
（イタリア語上演・日本語字幕付）

全3幕

音楽P.I.チャイコフスキー　振付：マリウス・プティパ、ピーター・ライト
管弦楽：セントラル愛知交響楽団

5月13日（日）14：00開演［大ホール］
SS席完売　S席15,000（14,000）円　A席12,000（11,000）円　B席9,000（8,000）円
C席7,000（6,000）円　D席・E席完売 青少年割引当日券

英国が誇る二大バレエ団の一つ、英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団が10
年ぶりにびわ湖ホールに登場します。ロシアの古典バレエの中でも最も豪華で
様式美にあふれた「眠れる森の美女」を、英国が生んだ巨匠ピーター・ライトの
振付によりお贈りします。

Ⓒ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill Cooper

英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団
『眠れる森の美女』

バレエ

Ⓒ飯田佳奈子

※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。

入会時に劇場を楽しむための
　　　　劇場マスターブックをプレゼント!

シアターメイツ限定イベント
（オペラ稽古見学会・バックステージツアー等）にご招待!

シアターメイツ優待公演は青少年チケット料金の半額!特典１

特典2

特典3

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歳以下
(1999年4月以降生まれ)
の方なら、どなたでも
入会できます!

びわ湖ホール

会 員 募 集 中

びわ湖ホール主催公演ご来場ごとに会員証に1ポイント♪
5ポイント集めると、にゃんばら先生のスペシャルグッズ（非売品）をプレゼント!

さらに !

びわ湖ホールには、舞台芸術愛好の輪を広げるために、地域や職場などで“人のネット
ワーク”（＝口コミ等）を通じて、舞台芸術の魅力やびわ湖ホールの公演を広く伝えてい
ただく「劇場サポーター制度」があります。この度、平成30年4月から活動していただ
く第23期劇場サポーターを募集します。応募の詳細については、チラシまたはホーム
ページをご覧ください。

びわ湖ホール劇場サポーター募集びわ湖ホール劇場サポーター募集

劇場サポーター説明会劇場サポーター説明会

第23期

会場：びわ湖ホール3階研修室
「劇場サポーター」の制度や活動について詳しくご説明します。
応募には説明会の参加が必須ですので、少しでも気になった方はぜひご参加ください。

お問い合わせ：びわ湖ホール劇場サポーター係
　　　　　　 TEL.077-523-7140（火曜日休館。休日の場合は翌日。）

2月24日（土）11：00～12：00／14：00～15：00 〈2回開催〉 ※事前申込不要

●●●●●●●●●●●●

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66回定期公演
「ディドとエネアス」

声 楽 

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。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。

［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・英語上演／日本語字幕付）

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）
弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
リュート：笠原雅仁
リコーダー：中村洋彦、奥田直美

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
3月24日（土）14：00開演［小ホール］

本山秀毅

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

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
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

オーケストラ

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! 
今回のテーマは“ファンタジー”。
バレエ音楽として有名な「くるみ割り人形」
の夢見る世界から壮大な魔法の世界まで、
音で魅せる“ファンタジー”をお届けします。
指揮：藤岡幸夫　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団
独唱：迎 肇聡（びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー）

［曲目］チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より
　　　　　　　  トレパック、金平糖の踊り、葦笛の踊り、花のワルツ
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  独唱／迎 肇聡
デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」　ほか

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

4歳から
入場できます！

藤岡幸夫

指揮者
体験コーナー
あります！

指　揮：ロレンツォ・ヴィオッティ
演　出：アントネッロ・マダウ=ディアツ
出　演：キャサリン・ネーグルスタッド
　　　  ホルヘ・デ・レオン
　　　 クラウディオ・スグーラ　ほか
合　唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　　  新国立劇場合唱団
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
児童合唱：大津児童合唱団

青少年割引当日券

SS席22,000（21,000）円　S席18,000（17,000）円　A席15,000（14,000）円
B席13,000（12,000）円　C席10,000（9,000）円　D席8,000円　E席5,000円
U30席（30歳以下）3,000円　U24席（24歳以下）2,000円

7月21日（土）・22日（日）両日とも15：00開演［大ホール］
新国立劇場「トスカ」2015年公演より

ホルヘ・デ・レオン

ロレンツォ・ヴィオッティ
Ⓒ Ugo PonteⒸ Ugo PonteⒸ Ugo PonteⒸ Ugo Ponte

キャサリン・ネーグルスタッド
Ⓒ Tanja NiemannⒸ Tanja NiemannⒸ Tanja NiemannⒸ Tanja Niemann

クラウディオ・スグーラ
Ⓒ Jeff BusbyⒸ Jeff BusbyⒸ Jeff BusbyⒸ Jeff Busby

撮影：寺司正彦撮影：寺司正彦撮影：寺司正彦撮影：寺司正彦

新国立劇場で屈指の規模と人気を誇
るプッチーニ作曲 オペラ『トスカ』をび
わ湖ホールで上演します。作品の真髄
をイタリアの伝統的な演出手法で描く
マダウ=ディアツの演出、俊英ロレンツォ・
ヴィオッティの指揮により、トスカ役に、豊
かな音楽性とカリスマ性とで世界主要劇
場で称賛を浴びるキャサリン・ネーグル
スタッド、カヴァラドッシ役にスピント・
テノールとして躍進するホルヘ・デ・レオン、
スカルピア役にスケールの大きいバリトン
のクラウディオ・スグーラを迎えます。四面
舞台と迫りを駆使し、圧倒的な規模の舞
台をお贈りします。

せ

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

〈第2回〉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）

〈第3回〉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）

ワーグナー・ゼミナール（上級編／全3回）

各日とも14：00開講［コラボしが21 3階大会議室]
1回券（当日のみ）1,500円　〈自由席〉
※第1回は2月3日（土）に終了しました。

岡田安樹浩 伊東史明

3月3日（土）・4日（日）両日とも14：00開演［大ホール］

劇場サポーター定例会の様子 ボランティア活動の様子

3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］

びわ湖ホール ロビーコンサートびわ湖ホール ロビーコンサート
近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2018 プレ・イベント近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2018 プレ・イベント

3月23日（金）14：30～15：00

［曲目］フォーレ : 夢のあとに
バッハ : 無伴奏チェロ組曲 第６番 BWV1012より プレリュード　ほか

出演:岩崎弓夏（チェロ）、千葉遥一郎（ピアノ）

岩崎弓夏

千葉遥一郎

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

今春より新たに開催する「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2018」に先立って、
音楽の魅力をお届けするロビーコンサート。音楽祭のテーマ〈私は夢に生きたい〉
にちなんだ華麗なプログラムをお贈りします。

〈第1回〉バレエ編 4月28日（土） 〈第2回〉オペラ編 6月10日（日） 〈第3回〉古典芸能編 9月1日（土）
講師：青山登志和（フジテレビ事業局プロデューサー）
3日間とも14：00開講［①②びわ湖ホールリハーサル室、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）

びわ湖ホール開館20周年 スペシャル入門講座企画

オペラ・バレエ・古典芸能 初心者向けトライアングル講座完売御礼

昨年の様子



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

入会金・年会費無料入会金・年会費無料

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）

3月25日（日）14：00開演［中ホール］

スターダンサーズ・バレエ団
リラックスパフォーマンス「白鳥の湖」＆「迷子の青虫さん」

大人3,000円　子ども（4歳～高校生）1,000円
お問い合わせ：公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 03-3401-2293

協
　力

3月16日（金）13：30上映［小ホール］

第6回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール
オペラ映画『蝶々夫人』

前売り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

共
　催

6月30日（土）15：00開演［大ホール］
イタリア・バーリ歌劇場「イル・トロヴァトーレ」

SS席29,000円　S席24,000円　A席19,000円　B席16,000円
C席13,000円　D席10,000円

お問い合わせ：楽天チケット/コンサートドアーズ 03-6264-4194

イタリア・オペラの精髄を今に伝える名門歌劇場、待望の初来日公演。驚異のキャスティングが実現！
出演:バルバラ・フリットリ、フランチェスコ・メーリ、アルベルト・ガザーレ　ほか

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］ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲 第5番「幽霊」
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」

2月17日（土）14：00開演［小ホール］

びわ湖の午後51

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

小山由美ドイツ歌曲研修Ⅲ声 楽 

若杉・長野音楽基金

3月6日（火）・7日（水）・8日（木）各日14：00開講 ［小ホール］

マンハイム音楽大学で教鞭をとり、新国立劇場
オペラ研修所でも指導にあたっているメゾ・
ソプラノ歌手小山由美によるびわ湖ホール
声楽アンサンブルのためのドイツ歌曲研修で
す。指導の様子を広く一般に公開します。

〈3日通し券〉一般3,000円　U30（30歳以下）1,000円　
〈1 日 券〉一般1,500円　（自由席）

昨年の様子

講師：小山由美　ピアノ：船橋美穂
受講者：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー
課題曲:ワーグナー、マーラー、ヴォルフ、コルンゴルト等の作品より

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

野村萬斎 広末涼子

作：井上ひさし　演出：栗山民也
出演：野村萬斎、広末涼子、辻 萬長、鷲尾真知子
　　  山崎 一、土屋佑壱
　　 

昭和9年の激動の上海を生きた作家 魯迅と日
本人夫妻らとの親交を描いた井上ひさしの名
作。野村萬斎、広末涼子ら豪華キャストと栗山
民也の新演出でお届けします。

3月21日（水・祝）12：00開演／17：00開演［中ホール］
青少年割引当日券S席8,000（7,500）円　A席6,500（6,000）円

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

こまつ座&世田谷パブリックシアター
「シャンハイムーン」

演 劇

［曲目］オペラ「連隊の娘」より あぁ！ 今日はなんて嬉しい日
オペラ「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ
日本の歌：荒城の月、まほろば、テノールdeコント：大都会  ほか

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

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。初の単独東京公演をぜひ応援ください。
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東京公演声 楽 

びわ湖ホール
四大テノール

初の単独
東京公演！

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

プロデュースオペラ

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）

全3幕
新制作

Ⓒ 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

2017年3月「ラインの黄金」より

本番直前の会場で、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

びわ湖ホール・新国立劇場提携オペラ公演

プッチーニ作曲  歌劇『トスカ』プッチーニ作曲  歌劇『トスカ』オペラ
（イタリア語上演・日本語字幕付）

全3幕

音楽P.I.チャイコフスキー　振付：マリウス・プティパ、ピーター・ライト
管弦楽：セントラル愛知交響楽団

5月13日（日）14：00開演［大ホール］
SS席完売　S席15,000（14,000）円　A席12,000（11,000）円　B席9,000（8,000）円
C席7,000（6,000）円　D席・E席完売 青少年割引当日券

英国が誇る二大バレエ団の一つ、英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団が10
年ぶりにびわ湖ホールに登場します。ロシアの古典バレエの中でも最も豪華で
様式美にあふれた「眠れる森の美女」を、英国が生んだ巨匠ピーター・ライトの
振付によりお贈りします。

Ⓒ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill CooperⒸ Bill Cooper

英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団
『眠れる森の美女』

バレエ

Ⓒ飯田佳奈子

※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。

入会時に劇場を楽しむための
　　　　劇場マスターブックをプレゼント!

シアターメイツ限定イベント
（オペラ稽古見学会・バックステージツアー等）にご招待!

シアターメイツ優待公演は青少年チケット料金の半額!特典１

特典2

特典3

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歳以下
(1999年4月以降生まれ)
の方なら、どなたでも
入会できます!

びわ湖ホール

会 員 募 集 中

びわ湖ホール主催公演ご来場ごとに会員証に1ポイント♪
5ポイント集めると、にゃんばら先生のスペシャルグッズ（非売品）をプレゼント!

さらに !

びわ湖ホールには、舞台芸術愛好の輪を広げるために、地域や職場などで“人のネット
ワーク”（＝口コミ等）を通じて、舞台芸術の魅力やびわ湖ホールの公演を広く伝えてい
ただく「劇場サポーター制度」があります。この度、平成30年4月から活動していただ
く第23期劇場サポーターを募集します。応募の詳細については、チラシまたはホーム
ページをご覧ください。

びわ湖ホール劇場サポーター募集びわ湖ホール劇場サポーター募集

劇場サポーター説明会劇場サポーター説明会

第23期

会場：びわ湖ホール3階研修室
「劇場サポーター」の制度や活動について詳しくご説明します。
応募には説明会の参加が必須ですので、少しでも気になった方はぜひご参加ください。

お問い合わせ：びわ湖ホール劇場サポーター係
　　　　　　 TEL.077-523-7140（火曜日休館。休日の場合は翌日。）

2月24日（土）11：00～12：00／14：00～15：00 〈2回開催〉 ※事前申込不要

●●●●●●●●●●●●

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66回定期公演
「ディドとエネアス」

声 楽 

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。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。

［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・英語上演／日本語字幕付）

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）
弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
リュート：笠原雅仁
リコーダー：中村洋彦、奥田直美

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
3月24日（土）14：00開演［小ホール］

本山秀毅

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

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
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

オーケストラ

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! 
今回のテーマは“ファンタジー”。
バレエ音楽として有名な「くるみ割り人形」
の夢見る世界から壮大な魔法の世界まで、
音で魅せる“ファンタジー”をお届けします。
指揮：藤岡幸夫　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団
独唱：迎 肇聡（びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー）

［曲目］チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より
　　　　　　　  トレパック、金平糖の踊り、葦笛の踊り、花のワルツ
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  独唱／迎 肇聡
デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」　ほか

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

4歳から
入場できます！

藤岡幸夫

指揮者
体験コーナー
あります！

指　揮：ロレンツォ・ヴィオッティ
演　出：アントネッロ・マダウ=ディアツ
出　演：キャサリン・ネーグルスタッド
　　　  ホルヘ・デ・レオン
　　　 クラウディオ・スグーラ　ほか
合　唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　　  新国立劇場合唱団
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
児童合唱：大津児童合唱団

青少年割引当日券

SS席22,000（21,000）円　S席18,000（17,000）円　A席15,000（14,000）円
B席13,000（12,000）円　C席10,000（9,000）円　D席8,000円　E席5,000円
U30席（30歳以下）3,000円　U24席（24歳以下）2,000円

7月21日（土）・22日（日）両日とも15：00開演［大ホール］
新国立劇場「トスカ」2015年公演より

ホルヘ・デ・レオン

ロレンツォ・ヴィオッティ
Ⓒ Ugo PonteⒸ Ugo PonteⒸ Ugo PonteⒸ Ugo Ponte

キャサリン・ネーグルスタッド
Ⓒ Tanja NiemannⒸ Tanja NiemannⒸ Tanja NiemannⒸ Tanja Niemann

クラウディオ・スグーラ
Ⓒ Jeff BusbyⒸ Jeff BusbyⒸ Jeff BusbyⒸ Jeff Busby

撮影：寺司正彦撮影：寺司正彦撮影：寺司正彦撮影：寺司正彦

新国立劇場で屈指の規模と人気を誇
るプッチーニ作曲 オペラ『トスカ』をび
わ湖ホールで上演します。作品の真髄
をイタリアの伝統的な演出手法で描く
マダウ=ディアツの演出、俊英ロレンツォ・
ヴィオッティの指揮により、トスカ役に、豊
かな音楽性とカリスマ性とで世界主要劇
場で称賛を浴びるキャサリン・ネーグル
スタッド、カヴァラドッシ役にスピント・
テノールとして躍進するホルヘ・デ・レオン、
スカルピア役にスケールの大きいバリトン
のクラウディオ・スグーラを迎えます。四面
舞台と迫りを駆使し、圧倒的な規模の舞
台をお贈りします。

せ

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

〈第2回〉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）

〈第3回〉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）

ワーグナー・ゼミナール（上級編／全3回）

各日とも14：00開講［コラボしが21 3階大会議室]
1回券（当日のみ）1,500円　〈自由席〉
※第1回は2月3日（土）に終了しました。

岡田安樹浩 伊東史明

3月3日（土）・4日（日）両日とも14：00開演［大ホール］

劇場サポーター定例会の様子 ボランティア活動の様子

3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］

びわ湖ホール ロビーコンサートびわ湖ホール ロビーコンサート
近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2018 プレ・イベント近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2018 プレ・イベント

3月23日（金）14：30～15：00

［曲目］フォーレ : 夢のあとに
バッハ : 無伴奏チェロ組曲 第６番 BWV1012より プレリュード　ほか

出演:岩崎弓夏（チェロ）、千葉遥一郎（ピアノ）

岩崎弓夏

千葉遥一郎

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

今春より新たに開催する「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2018」に先立って、
音楽の魅力をお届けするロビーコンサート。音楽祭のテーマ〈私は夢に生きたい〉
にちなんだ華麗なプログラムをお贈りします。

〈第1回〉バレエ編 4月28日（土） 〈第2回〉オペラ編 6月10日（日） 〈第3回〉古典芸能編 9月1日（土）
講師：青山登志和（フジテレビ事業局プロデューサー）
3日間とも14：00開講［①②びわ湖ホールリハーサル室、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）

びわ湖ホール開館20周年 スペシャル入門講座企画

オペラ・バレエ・古典芸能 初心者向けトライアングル講座完売御礼

昨年の様子
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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 。
びわ湖

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（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

なぎさ通り

琵琶湖

●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。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）。

作：井上ひさし　演出：栗山民也
出演：野村萬斎、広末涼子、辻 萬長、鷲尾真知子、山崎 一、土屋佑壱
　　 

〈アクセス〉

《駐車場のご案内》
料金：  7：00～23：00　1時間毎210円（4時間経過後1時間毎110円）
　　  23：00～  7：00　1時間毎110円（時間内最大料金420円）

24時間営業
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S席8,000（7,500）円　A席6,500（6,000）円
12：00開演／17：00開演［中ホール］

青少年割引当日券

非常に大人の世界でありな
がら、2020年のオリンピッ
クを前にして、対外的な中
で世界の中にある“日本”を
考える、というとても深い戯
曲です。しみじみと…でも爆
笑してしまうようなそんな
作品世界をお楽しみいただ
ければと思います。

野村萬斎さん（魯迅役）

　この芝居は、“人間と人間の信頼”、“基本的な
人間のあり方”と、ああいう時代に日本人がやって
いた“日本人の可能性”を信
じて書かれています。自分が
この芝居を書いて思うのは、

「○○人だから．．．とか△△
人だから．．．ダメ」ということ
はないということです。

̶ 井上ひさし

時代背景や置かれてい
る状況の重たさ、深刻
さに反して人間味あふ
れる会話劇がとても面
白かったです。とても素
敵な作品になると思い
ますので、みなさま劇場
に足をお運びください。
お待ちしております。

広末涼子さん（魯迅の妻 広平役）

　昭和9年の上海。場所は魯迅の友人で
あった内山夫妻が営む書店の2階。『阿Ｑ
正伝』『狂人日記』などで知られる中国の
偉大な文学者で、文学革命、思想革命の
指導者でもあった魯迅。
　蒋介石の国民党政府による逮捕令で逃
亡を余儀なくされた魯迅は妻・広平と共
に親交のある内山完造、みき夫妻に匿わ
れたが、魯迅の体は病気の巣窟に。しかし
魯迅は大の医者嫌い。一計を案じた内山
夫妻の元、医者の須藤五百三と歯医者の
奥田愛三の両医師はそれぞれ大の魯迅
ファンと肖像画家に成りすまして魯迅に
近づき診察を試みる。
　ところが、奥田が使用した笑気ガスが
もとで魯迅は人物誤認症や失語症と奇態
な病気に取り憑かれてしまう。そこで、魯
迅を救おうと内山夫妻と日本人医師たち
は悪戦苦闘を繰り広げるのであった...。
　国を憂い、家族を思い、文学に対する情
熱を燃やし続けた魯迅が苦しみの中から
見つけ出すものとは。

■ あらすじ

稽古後の野村萬斎さん、広末涼子さんからメッセージをいただきました。

3月21日（水・祝）

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業


