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公演チケット情報5月

5/10（木） 友の会優先発売　5/12（土） 一般発売

SS席7,000（6,500）円　S席5,500（5,000）円　A席4,500（4,000）円
B席3,500円　C席3,000円　青少年（25歳未満）S席～C席1,500円

9月30日（日）14：00開演［大ホール］

開館20周年記念公演
オペラへの招待 マーラー作曲 交響曲 第8番『千人の交響曲』

これまでびわ湖ホールのオペラを
成功に導いた日本を代表する歌手を
ソリストに迎え、びわ湖ホール声楽アン
サンブルと関西全域から参加する合
唱、びわ湖ホールのオペラには欠か
せない京都市交響楽団とともに、
マーラー作曲 交響曲第8番「千人の
交響曲」を演奏し、びわ湖ホール開
館20周年を華やかに祝います。

幸田浩子

横山恵子 砂川涼子

清水徹太郎

谷口睦美

竹本節子

黒田 博 伊藤貴之

指揮：沼尻竜典 

合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　 「千人の交響曲」合唱団
児童合唱：大津児童合唱団
管弦楽：京都市交響楽団

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

独唱：横山恵子、砂川涼子
幸田浩子、谷口睦美
竹本節子、清水徹太郎*
黒田　博、伊藤貴之

9月15日（土）・16日（日）両日とも14：00開演［中ホール］
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

指揮：園田隆一郎 
演出・お話：伊香修吾
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：大阪交響楽団

希代のプレイボーイ、ドン・ジョヴァンニ
の華麗なる恋の遍歴と衝撃的な最
期を描いたモーツァルト永遠の名作を
新制作します。指揮に国内外で躍進
中の園田隆一郎、演出には〈オペラ
への招待〉初登場となる伊香修吾を
迎えてお贈りします。

（イタリア語上演・日本語字幕付）

全2幕モーツァルト作曲  歌劇『ドン・ジョヴァンニ』

京都市交響楽団
Ⓒ 飯島隆Ⓒ 飯島隆Ⓒ 飯島隆Ⓒ 飯島隆

伊香修吾園田隆一郎
Ⓒ Fabio ParenzanⒸ Fabio ParenzanⒸ Fabio ParenzanⒸ Fabio Parenzan

Ⓒ 飯島 隆Ⓒ 飯島 隆Ⓒ 飯島 隆Ⓒ 飯島 隆

大阪交響楽団

新制作

〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地
TEL（0749）23-3111  FAX（0749）23-3118
URL http://www.heiwado.jp/

芸術文化振興基金助成事業助成：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）–独立行政法人 日本芸術文化振興会
公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション

5/7（月） 友の会優先発売　5/10（木） 一般発売

8月3日（金）13：20開演［小ホール］

協
　力

第7回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール
オペラ映画『フィガロの結婚』

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



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

マーチング

湖上公演

キッズ・ワークショップ

コラボ商品

青山登志和

〈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

〈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］

イタリア声楽曲研修声 楽 

若杉・長野音楽基金

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。
講師：山崎美奈（ソプラノ）　ピアノ：岡本佐紀子
受講生：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー 山崎美奈

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］

［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

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
山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・
コンサート2018

ジャズ

沼尻竜典オペラセレクション

NISSAY OPERA 2018
モーツァルト作曲  歌劇『魔笛』
NISSAY OPERA 2018
モーツァルト作曲  歌劇『魔笛』

オペラ

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手法で
描くマダウ=ディアツが演出。
指揮に俊英ロレンツォ・ヴィ
オッティ、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

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

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
児童合唱：大津児童合唱団
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

青少年割引当日券

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　SS席・D席・E席完売
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］

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

ホルヘ・デ・レオン クラウディオ・スグーラ
Ⓒ Jeff BusbyⒸ Jeff BusbyⒸ Jeff BusbyⒸ Jeff Busby

新国立劇場「トスカ」2015年公演より
撮影：寺司正彦

詳しくはホームページをご覧ください。 https://bc2018.biwako-hall.or.jp/

湖畔広場では県内団体
によるマーチングを
お届けします。

〈4日〉
10：50 ～11：10 滋賀県高等学校軽音楽部会
12：10 ～12：30 甲西高等学校吹奏楽部
14：10 ～14：30 瀬田北中学校吹奏楽部
16：00 ～16：20 比叡山高等学校吹奏楽委員会

〈5日〉
10：00 ～10：20 立命館守山中学校・高等学校吹奏楽部
12：00 ～12：20 近江高等学校吹奏楽部
14：10 ～14：30 大津高等学校吹奏楽部
16：00 ～16：20 FJB FUJIMI Jr. Band

大津港でもマーチング！

5月3日（木・祝）プレ公演

15：00　書道パフォーマンス
　　　　～春の夢 筆 躍る～

［中ホール］

5/3  4  5祝
THU FRI

祝
SAT
祝

プレ公演

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。

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

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

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

ダンス

ダンス

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］

（ドイツ語歌唱・日本語台詞・日本語字幕付）

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（びわ湖ホール芸術監督）
演出・上演台本：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

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

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*　

Ⓒ Laurent PhilippeⒸ Laurent PhilippeⒸ Laurent PhilippeⒸ Laurent Philippe

出演：カンパニー DCA
演出・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］
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。

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

『不思議の国のアリス』

「近江の春」限定日本酒を会場にて
販売！（4日・5日）
大津の蔵元「平井商店」が作る
純米吟醸酒「浅茅生（あさぢを）」と
コラボレーション！ 滋賀県産近江米

「みずかがみ」を使った日本酒です。

ファミリーで楽しめる
ワークショップもたくさん！
いろんな楽器やアートに
触れてみよう！
4日・5日各日［ピアザ淡海］
11：00～15：45（10：30開場）
※定員制のプログラム参加
　予約は各会場にて当日10：30
　から受付開始

豪華客船ビアンカでの無料コンサート開催！
（乗船料のみ必要）
①便10：50～12：10
②便12：50 ～14：10
③便14：30 ～15：50
※大津港発着 ※各クルーズにおいて約20分のコンサートを予定
出演：〈4日〉The String Quintet

〈5日〉栗原未和*（ソプラノ）
　　 林　隆史*（バリトン）
　　  掛川歩美 （ピアノ）
*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

お問い合わせ：琵琶湖汽船予約センター 077-524-5000 助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会
（一社）全国モーターボート競走施行者協議会、（一財）地域創造

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会
公益財団法人 西川文化財団

両日とも終演後
ポスト・

パフォーマンス
トークを開催

あつまれ！

5月4日（金・祝）

11：15　オープニングコンサート
　　　　沼尻竜典（指揮）
　　　　京都市交響楽団
　　　　中村恵理（ソプラノ）
　　　　ドヴォルジャーク「新世界より」  ほか
14：15　大植英次（指揮）
　　　　大阪フィルハーモニー交響楽団
　　　　アンティ・シーララ（ピアノ）
18：00　京都橘高等学校吹奏楽部〈マーチング〉

［大ホール］

10：00　0歳児からのコンサート①
　　　　京都フィルハーモニー室内合奏団
12：30　ダルマ・ブダヤ（ジャワガムラン）
15：45　マイケル・コリンズ（クラリネット）
　　　　小川典子（ピアノ）

［中ホール］

10：00　藤原真理（チェロ）
11：00　小川典子（ピアノ）
12：00　渡辺玲子（ヴァイオリン）
13：00　野平一郎（ピアノ）
14：00　和谷泰扶〈ハーモニカ）
　　　　荒尾岳児（ピアノ）
15：00　上村 昇（チェロ）
　　　　迫　昭嘉（ピアノ）
16：00　戸田弥生（ヴァイオリン）
　　　　沼尻竜典（ピアノ）
17：00　福田進一（ギター）

［小ホール］ 円熟を聴く
完売御礼

19：00　かがり火オペラ『ディドとエネアス』
［湖畔広場］

11：00　明浄学院高等学校吹奏楽部〈マーチング〉
14：30　大植英次（指揮）
　　　　大阪フィルハーモニー交響楽団
　　　　ショスタコーヴィチ「革命」
17：30　クロージングガラコンサート
　　　　沼尻竜典（指揮）
　　　　京都市交響楽団
　　　　マイケル・コリンズ（クラリネット）
　　　　森谷真理（ソプラノ）
　　　　市原多朗（テノール）

5月5日（土・祝）
［大ホール］

10：00　びわ湖ホール四大テノール
12：30　アンティ・シーララ（ピアノ）
15：45　人形浄瑠璃 冨田人形

［中ホール］

＊ピアノ：河原忠之

10：00　森谷真理（ソプラノ）＊
11：00　与儀 巧（テノール）＊
12：00　砂川涼子（ソプラノ）
　　　　沼尻竜典（ピアノ）
13：00　河野克典（バリトン）＊
14：00　林 美智子（メゾ・ソプラノ）＊
15：00　水口 聡（テノール）＊
16：00　角田祐子（ソプラノ）
　　　　末永 匡（ピアノ）
17：00　折江忠道（バリトン）＊

［小ホール］ 歌手たちの競演

19：00　かがり火オペラ『ディドとエネアス』
［湖畔広場］ 

10：00　0歳児からのコンサート②
　　　　京都フィルハーモニー室内合奏団
13：00　0歳児からのコンサート③
　　　　中谷 満と打楽器アンサンブル「シュレーゲル」

［ピアザホール］ 

残席わずか

残席わずか

無料

無料

沼尻竜典おすすめの
アーティストが集結

1公演1,000円～2,000円で
楽しめる！

沼尻竜典おすすめの
アーティストが集結

1公演1,000円～2,000円で
楽しめる！

〈4日〉11：00 ～ 11：20 甲西高等学校吹奏楽部
　　  14：30 ～ 14：50 比叡山高等学校吹奏楽委員会

〈5日〉11：00 ～ 11：20 大津高等学校吹奏楽部
　　  12：50 ～ 13：10 立命館守山中学校・
                        　　  高等学校吹奏楽部
　　  14：30 ～ 14：50 FJB FUJIMI Jr. Band

にゃんばら先生
Ⓒ飯田佳奈子

完売御礼

残席わずか

残席わずか

残席わずか

残席わずか

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）

協
　力

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」

S席24,000円　SS席・A席・B席・C席・D席取扱終了
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

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

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］
Ⓒ 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・美術：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）

平成30年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業 平成30年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会



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

マーチング

湖上公演

キッズ・ワークショップ

コラボ商品

青山登志和

〈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

〈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］

イタリア声楽曲研修声 楽 

若杉・長野音楽基金

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。
講師：山崎美奈（ソプラノ）　ピアノ：岡本佐紀子
受講生：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー 山崎美奈

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］

［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

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
山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・
コンサート2018

ジャズ

沼尻竜典オペラセレクション

NISSAY OPERA 2018
モーツァルト作曲  歌劇『魔笛』
NISSAY OPERA 2018
モーツァルト作曲  歌劇『魔笛』

オペラ

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手法で
描くマダウ=ディアツが演出。
指揮に俊英ロレンツォ・ヴィ
オッティ、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

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

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
児童合唱：大津児童合唱団
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

青少年割引当日券

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　SS席・D席・E席完売
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］

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

ホルヘ・デ・レオン クラウディオ・スグーラ
Ⓒ Jeff BusbyⒸ Jeff BusbyⒸ Jeff BusbyⒸ Jeff Busby

新国立劇場「トスカ」2015年公演より
撮影：寺司正彦

詳しくはホームページをご覧ください。 https://bc2018.biwako-hall.or.jp/

湖畔広場では県内団体
によるマーチングを
お届けします。

〈4日〉
10：50 ～11：10 滋賀県高等学校軽音楽部会
12：10 ～12：30 甲西高等学校吹奏楽部
14：10 ～14：30 瀬田北中学校吹奏楽部
16：00 ～16：20 比叡山高等学校吹奏楽委員会

〈5日〉
10：00 ～10：20 立命館守山中学校・高等学校吹奏楽部
12：00 ～12：20 近江高等学校吹奏楽部
14：10 ～14：30 大津高等学校吹奏楽部
16：00 ～16：20 FJB FUJIMI Jr. Band

大津港でもマーチング！

5月3日（木・祝）プレ公演

15：00　書道パフォーマンス
　　　　～春の夢 筆 躍る～

［中ホール］

5/3  4  5祝
THU FRI

祝
SAT
祝

プレ公演

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。

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

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

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

ダンス

ダンス

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］

（ドイツ語歌唱・日本語台詞・日本語字幕付）

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（びわ湖ホール芸術監督）
演出・上演台本：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

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

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*　

Ⓒ Laurent PhilippeⒸ Laurent PhilippeⒸ Laurent PhilippeⒸ Laurent Philippe

出演：カンパニー DCA
演出・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］
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。

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

『不思議の国のアリス』

「近江の春」限定日本酒を会場にて
販売！（4日・5日）
大津の蔵元「平井商店」が作る
純米吟醸酒「浅茅生（あさぢを）」と
コラボレーション！ 滋賀県産近江米

「みずかがみ」を使った日本酒です。

ファミリーで楽しめる
ワークショップもたくさん！
いろんな楽器やアートに
触れてみよう！
4日・5日各日［ピアザ淡海］
11：00～15：45（10：30開場）
※定員制のプログラム参加
　予約は各会場にて当日10：30
　から受付開始

豪華客船ビアンカでの無料コンサート開催！
（乗船料のみ必要）
①便10：50～12：10
②便12：50 ～14：10
③便14：30 ～15：50
※大津港発着 ※各クルーズにおいて約20分のコンサートを予定
出演：〈4日〉The String Quintet

〈5日〉栗原未和*（ソプラノ）
　　 林　隆史*（バリトン）
　　  掛川歩美 （ピアノ）
*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

お問い合わせ：琵琶湖汽船予約センター 077-524-5000 助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会
（一社）全国モーターボート競走施行者協議会、（一財）地域創造

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会
公益財団法人 西川文化財団

両日とも終演後
ポスト・

パフォーマンス
トークを開催

あつまれ！

5月4日（金・祝）

11：15　オープニングコンサート
　　　　沼尻竜典（指揮）
　　　　京都市交響楽団
　　　　中村恵理（ソプラノ）
　　　　ドヴォルジャーク「新世界より」  ほか
14：15　大植英次（指揮）
　　　　大阪フィルハーモニー交響楽団
　　　　アンティ・シーララ（ピアノ）
18：00　京都橘高等学校吹奏楽部〈マーチング〉

［大ホール］

10：00　0歳児からのコンサート①
　　　　京都フィルハーモニー室内合奏団
12：30　ダルマ・ブダヤ（ジャワガムラン）
15：45　マイケル・コリンズ（クラリネット）
　　　　小川典子（ピアノ）

［中ホール］

10：00　藤原真理（チェロ）
11：00　小川典子（ピアノ）
12：00　渡辺玲子（ヴァイオリン）
13：00　野平一郎（ピアノ）
14：00　和谷泰扶〈ハーモニカ）
　　　　荒尾岳児（ピアノ）
15：00　上村 昇（チェロ）
　　　　迫　昭嘉（ピアノ）
16：00　戸田弥生（ヴァイオリン）
　　　　沼尻竜典（ピアノ）
17：00　福田進一（ギター）

［小ホール］ 円熟を聴く
完売御礼

19：00　かがり火オペラ『ディドとエネアス』
［湖畔広場］

11：00　明浄学院高等学校吹奏楽部〈マーチング〉
14：30　大植英次（指揮）
　　　　大阪フィルハーモニー交響楽団
　　　　ショスタコーヴィチ「革命」
17：30　クロージングガラコンサート
　　　　沼尻竜典（指揮）
　　　　京都市交響楽団
　　　　マイケル・コリンズ（クラリネット）
　　　　森谷真理（ソプラノ）
　　　　市原多朗（テノール）

5月5日（土・祝）
［大ホール］

10：00　びわ湖ホール四大テノール
12：30　アンティ・シーララ（ピアノ）
15：45　人形浄瑠璃 冨田人形

［中ホール］

＊ピアノ：河原忠之

10：00　森谷真理（ソプラノ）＊
11：00　与儀 巧（テノール）＊
12：00　砂川涼子（ソプラノ）
　　　　沼尻竜典（ピアノ）
13：00　河野克典（バリトン）＊
14：00　林 美智子（メゾ・ソプラノ）＊
15：00　水口 聡（テノール）＊
16：00　角田祐子（ソプラノ）
　　　　末永 匡（ピアノ）
17：00　折江忠道（バリトン）＊

［小ホール］ 歌手たちの競演

19：00　かがり火オペラ『ディドとエネアス』
［湖畔広場］ 

10：00　0歳児からのコンサート②
　　　　京都フィルハーモニー室内合奏団
13：00　0歳児からのコンサート③
　　　　中谷 満と打楽器アンサンブル「シュレーゲル」

［ピアザホール］ 

残席わずか

残席わずか

無料

無料

沼尻竜典おすすめの
アーティストが集結

1公演1,000円～2,000円で
楽しめる！

沼尻竜典おすすめの
アーティストが集結

1公演1,000円～2,000円で
楽しめる！

〈4日〉11：00 ～ 11：20 甲西高等学校吹奏楽部
　　  14：30 ～ 14：50 比叡山高等学校吹奏楽委員会

〈5日〉11：00 ～ 11：20 大津高等学校吹奏楽部
　　  12：50 ～ 13：10 立命館守山中学校・
                        　　  高等学校吹奏楽部
　　  14：30 ～ 14：50 FJB FUJIMI Jr. Band

にゃんばら先生
Ⓒ飯田佳奈子

完売御礼

残席わずか

残席わずか

残席わずか

残席わずか

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）

協
　力

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」

S席24,000円　SS席・A席・B席・C席・D席取扱終了
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

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

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］
Ⓒ 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・美術：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）

平成30年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業 平成30年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）–独立行政法人 日本芸術文化振興会
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Stage No.239　平成30年4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

西武大津店

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）。
〈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

The Sleeping Beauty
　英国が誇る2大バレエ団の一つ、英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団（BRB）が、びわ湖ホール
に10年ぶりに登場。今回披露されるのは、クラシック・バレエをヨーロッパでいち早く受け継いだ
英国より、古典の継承者として任じられたBRBが“十八番”と誇る『眠れる森の美女』。
　実力派のプリンシパルたちが、身に染みついた英国的なスタイル、優雅さと威厳、清々しさを
魅せてくれます。これぞ英国バレエの真髄とよべる、豪華で美しい舞台をご堪能ください。

英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団

眠れる森の美女
ロイヤル・バレエ団の姉妹カンパニーが魅せる、英国バレエの真髄

　童話をもとにしながらも、クラシック・バレエの中でもっとも豪華にして様式美にあふれた『眠れる
森の美女』。英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団の芸術監督を長らく務めたピーター・ライトによ
るこの演出版は、伝統に連なる正統派のバージョン。深みのある黄金色で彩られた重厚な舞台美術
のなかで、クラシックの純粋なスタイルと美そのものを魅せます。オーロラ姫が王子のキスで目覚
めた後に、二人の美しいパ・ド・ドゥがヴァイオリンの独奏にのって踊られる場面は、彼の演出ならで
はの見どころの一つです。

5月13日（日）14：００開演（13：15開場）［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

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
演出：ピーター・ライト　装置・衣裳：フィリップ・プラウズ
照明：マーク・ジョナサン　指揮：ニコレット・フレイヨン
管弦楽：セントラル愛知交響楽団

英
国
バ
レ
エ
の
伝
統
い
き
づ
く
、

　こ
れ
ぞ
ロ
イ
ヤ
ル
の
誇
り
！

キャスト（予定）オーロラ姫：デリア・マシューズ
　　　　　　 　　　王子：ブランドン・ローレンス
※最終的な出演者は当日発表とさせていただきます。

英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団『眠れる森の美女』
　  

ピーター・ライト版
プロローグ付 全3幕（ ）

ピーター・ライト（振付・演出）

あらすじ
　王と王妃は、オーロラ姫の命名式に妖精たちを招いた
が、ただ一人カラボスだけを忘れていた。憤慨したカラボ
スは糸紡ぎの“つむ”（心棒）を祝いとして贈る。姫はやがて
その針で指を刺して死ぬという呪いをかけて…。だがリラ
の精は、姫は死ぬのではなく眠り続け、百年後に王子の
キスで目覚めると告げる。時が過ぎ、姫の誕生日に4人の
王子が求婚に来るが、カラボスのたくらみによって、姫は
呪い通りに針に刺されて崩れ落ちる。リラの精は約束を
果たすために城全体に魔法をかけ眠らせるのであった…

　百年後、若い王子が森にやってくる。リラの精が姫の幻を見せると、彼は姫のもとに連れてい
くよう懇願し、森の奥深くの城で姫を見つけるとキスをして彼女を目覚めさせる。やがて王子と
オーロラ姫の婚礼の祝いが行われ、おとぎ話の登場人物たちの踊りや王子と姫のパ・ド・ドゥが
踊られる。そして全員によるグランドフィナーレで、あたりは歓喜に包まれる。
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