
4/5（木） 友の会優先発売　4/7（土） 一般発売

Ⓒ Charles FregerⒸ Charles FregerⒸ Charles FregerⒸ Charles Freger′′′′

ペーパーカット・写真：今森光彦

No.238 2018.3.20

公演チケット情報4月

青少年割引当日券

SS席13,000（12,000）円　S席11,000（10,000）円　Ａ席9,000（8,000）円
B席7,000（6,500）円　C席6,000円　D席5,000円　E席4,000円　
U30席（30歳以下）3,000円　U24席（24歳以下）2,000円

10月6日（土）15：00開演［大ホール］

沼尻竜典オペラセレクション

（ドイツ語歌唱・日本語台詞・日本語字幕付）

NISSAY OPERA 2018
モーツァルト作曲  歌劇『魔笛』全2幕

指揮は沼尻竜典、演出には新進気鋭の佐藤美
晴を迎え、モーツァルトの名作、歌劇『魔笛』を上
演します。砂川涼子、角田祐子、青山 貴、山
本康寛ら選りすぐりのキャストでお贈りします。
指揮：沼尻竜典　演出：佐藤美晴

合唱：C・ヴィレッジシンガーズ　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

砂川涼子

沼尻竜典
Ⓒ RYOICHI ARATANIⒸ RYOICHI ARATANIⒸ RYOICHI ARATANIⒸ RYOICHI ARATANI

佐藤美晴
Ⓒ Ayane ShindoⒸ Ayane ShindoⒸ Ayane ShindoⒸ Ayane Shindo

伊藤貴之

角田祐子

青山 貴

山本康寛 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

出演：カンパニー DCA　振付：フィリップ・ドゥクフレ

7月14日（土）・15日（日）両日とも15：00開演［中ホール］

8月4日（土）16：30開演・5日（日）13：00開演［中ホール舞台上舞台］

一般6,000（5,500）円　青少年（25歳未満）4,000円　シアターメイツ2,000円

パラパラ漫画のように展開する奇想天外な
シーンの数々。ダンスや空中デュエット。イメー
ジの魔術師フィリップ・ドゥクフレが4年ぶりに
びわ湖ホールへやってきます。子どもも大人も
楽しめる、フランス発のサーカスみたいなコン
テンポラリーダンス! シルク・ドゥ・ソレイユの
演出も手がけるフランスの振付家による新作
をお届けします。

Ⓒ 宮川舞子Ⓒ 宮川舞子Ⓒ 宮川舞子Ⓒ 宮川舞子

原作：ルイス・キャロル　演出・振付・出演：森山開次
出演：森山開次、辻本知彦、島地保武、下司尚実、引間文佳、まりあ
テキスト：三浦直之　衣裳：ひびのこづえ　音楽：松本淳一

ＮＨＫ「からだであそぼ」などで子どもたちに人気のダンサー・振付家の森山
開次と、人気実力を兼ね備えた魅力あるダンサー達、テキスト、衣裳、音楽を始
め今の時代を彩るスタッフ陣が「アリス」の世界に勢ぞろい。

大人3,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円 （自由席）

『不思議の国のアリス』

フィリップ・ドゥクフレ／ DCA
「新作短編集（2017）－Nouvelles Pièces Courtes」

4/12（木） 友の会優先発売　4/14（土） 一般発売

指揮者・評論家が作品をわかりやすく解説し、聴きどころや観どころをご紹介いたします。

出演：沼尻竜典（指揮者）、岡田暁生（京都大学教授）　ほか
8月4日（土）10：30［小ホール］　入場無料・事前申込不要

プレトークマチネ

協
　力

4/16（月） 友の会優先発売　4/19（木） 一般発売
民音創立55周年記念 ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス
～歌で世界を一つに! あの感動のハーモニーが再び! ～

S席5,800円 A席5,300円 B席4,800円
7月28日（土）14：00開演［大ホール］

お問い合わせ：公演事務局 06-6966-8000

出演：ザラストロ
タミーノ
弁者＆僧侶
僧侶
夜の女王
パミーナ
侍女Ⅰ
侍女Ⅱ
侍女Ⅲ
童子Ⅰ
童子Ⅱ
童子Ⅲ
パパゲーナ
パパゲーノ
モノスタトス
武士Ⅰ
武士Ⅱ

伊藤貴之
山本康寛*
山下浩司
清水徹太郎*
角田祐子
砂川涼子
田崎尚美
澤村翔子
金子美香
盛田麻央
守谷由香
森  季子*
今野沙知恵
青山　貴
小堀勇介
二塚直紀*
松森　治*　

7月14日（土）18：00 ～ 19：30
会場：リハーサル室　対象：中学生以上でダンサーまたはダンス歴3年以上の方
参加費：3,000円／びわ湖公演（7/14・15）チケットをお持ちの方 2,000円
　　　 びわ湖公演（7/14・15）チケットをお持ちのシアターメイツ会員（中学生以上）の方1,000円
※要事前申込。5月7日（月）10:00 ～ WEB申込みを受付けます。［定員30名・先着順］
※詳細はびわ湖ホールHP等でお知らせいたします。

カンパニーDCAダンサーによるダンス・ワークショップ







〒520-0806 大津市打出浜15-1　TEL.077（523）7133　https://www.biwako-hall.or.jp/

Stage No.238　平成30年3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 。
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

びわ湖浜大津駅

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）。

びわ湖ホール声楽アンサンブル
Special InterviewSpecial Interview

増田貴寛増田貴寛
（テノール）（テノール） （テノール）（テノール）

Takahiro MASUDATakahiro MASUDA kiyohito SHIMAKAGEkiyohito SHIMAKAGE島影聖人島影聖人＆＆
―― 初めての公演のことは覚えていますか。

島影：ラ・フォル・ジュルネびわ湖のキオスク公演です。終わって着替えるときにカ
フスが取れていて、そのまま無くしてしまったようで、しっかり覚えています。

増田：僕が入団して初めての公演はラ・フォル・ジュルネびわ湖でした。そのときは
ヘンデル作曲の「メサイア」を抜粋で演奏したのですが、曲目の中にテノール
のアリアが1曲入っており、しかもオーディションで歌う人を決めるとのこと
で、必死に準備しました。そして、オーディションでソロに選ばれて嬉しかった
のと同時に、それまでとは違う演奏への責任感を感じた初ステージでした。

―― 印象に残っている公演を1つ教えてください。

島影：ダイエットに一度も成功しなかったどころか、入団直後と比べると10kg増
えてしまいました。

増田：これもラ・フォル・ジュルネですが、今年度（2017年度）
の『こうもり』です。この公演で初めて主役をさせてもら
いました。しかも、45分ほぼ舞台に出ているという結構
大変な役どころで、それまで自分が声楽アンサンブルと
して歌ってきた中で最も長丁場の公演でした。とにかく
歌って踊っての内容だったので、稽古では毎回汗びっ
しょりになっていましたね（笑）。

―― 今だから言える失敗談はありますか。

島影：たくさんあるのですが、「音楽会へ出かけよう!」のときに小学生の子ども
たちが全力で歌ってくれたときの感動はすごかったです。

―― びわ湖ホール声楽アンサンブルの魅力は何でしょうか。

島影：音楽関係だけでなく、いろいろな人に接する機会があり、たくさんの人に応
援していただけることは自分にとって宝ですし、魅力かもしれないですね。

増田：やはり、公演を何度も聴きに来られるたくさんのファンがいらっしゃることだ
と思います。定期公演やオペラの本番が終わったあとに、お客様のアンケー
トに目を通すのですが、自分からは中々見えない視点からの意見もあり参考
になっています。

―― 卒業後、挑戦したいことがあれば教えてください。

島影：地元の神戸や大阪を中心に音楽活動をしていこうと考えています。時間
があれば海外へ語学留学もできたらと考えています。

増田：ぜひ、プロデュースオペラに主演で歌いたいですね!

―― お客様へメッセージをお願いします。

島影：皆様の応援が我々の力になります！！ それに一喜一憂して、もっとこうし
よう、また頑張ろうと思うことができます。今後とも変わらぬ声援をいた
だけるように頑張りますので、これからも声楽アンサンブルと島影をよ
ろしくお願いします。

増田：この度、今年度で卒団することとなりました。来年度からは、東京で3年間オ
ペラの勉強をすることが決まっています。声楽アンサンブルに入団出来な
かったら、再び勉強をしようという気持ちさえ湧かなかったと思います。本当
にびわ湖ホール、そして僕達をいつも支えてくださっている皆さまへ最大の
感謝を、この恩をいつかびわ湖ホールで歌で返す、ということが出来るよう
にこれからも日々精進して参りたいと思います。3年間、本当にありがとうご
ざいました。

増田：本番日に寝坊をしました（笑）。笑えないんですけどね。リハーサル中に慌て
て入り、そのままリハーサルを終わらせてすぐに皆さんに謝罪し、公演終了
後にももう一度謝罪したのを覚えています。その日から僕のスマートフォン
は朝は30分毎にアラームが鳴るようになりました。

2017年8月『ミカド』

2017年4月『こうもり』

2018年1月「NHKニューイヤーオペラコンサート」

2018年3月をもって、びわ湖ホール声楽アンサンブルを卒業するお二人にお話を伺いました。

〈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




