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公演チケット情報10月

10/10（木） 友の会優先発売　10/12（土） 一般発売

ペーパーカット・写真：今森光彦

9/27（金） 友の会優先発売　9/29（日） 一般発売

9/20（金） 友の会優先発売　9/22（日） 一般発売 10/4（金） 友の会優先発売　10/6（日） 一般発売

世界のトップ・プリマ、アリーナ・コジョカル
と強力な仲間たちで贈る、豪華絢爛なバレエ・
ガラにご期待ください。

［演目］フレデリック・アシュトン振付「マルグリットとアルマン」全編　ほか

出演：アリーナ・コジョカル
　　  （イングリッシュ・ナショナル・バレエ リード・プリンシパル）　ほか

［曲目］J.S.バッハ：シャコンヌ
J.シュトラウスⅠ世：ラデツキー・マーチ　ほか

出演：市 寛也、髙木慶太、辻本 玲、森山涼介

出演：高見信行（トランペット）、大山宮和湖（ピアノ）

［曲目］グリーンスリーヴス（作者不詳）
ジョン・ダウランド：流れよ、我が涙　ほか

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）

2014年東京公演より

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,000円
2020年1月19日（日）14：00開演［小ホール］

一般1,000円12月16日（月）14：00開演［小ホール］

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円

実力派ピアニスト白石光隆が楽しいトークと演奏でワーグナー
音楽の魅力に迫ります。

トークと名曲の楽しい1時間! 大阪フィルハーモニー交響楽団
の高見信行がトランペットの魅力を余すことなくお届けします。

こんにちは、ワーグナー

12月7日（土）14：00開演［小ホール］

白石光隆
ピアノ＆トークコンサート

びわ湖リング完結年 関連企画

高見信行 トランペットの魅力気軽にクラシック22

［曲目］リスト：巡礼の年 第2年「イタリア」より "ペトラルカのソネット 第123番"
ワーグナー（リスト編曲）：イゾルデの愛の死　ほか

［曲目］アンダーソン：トランペット吹きの休日　ほか

白石光隆
Ⓒ 岩切 等

高見信行

アリーナ・コジョカル
Ⓒ Andre Uspenski

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

日本を代表するオーケストラで活躍する実
力派チェロ奏者4人。最高のアンサンブル
とオリジナリティを追求したアグレッシブな選
曲で、低音楽器の魅力をお届けします。

クァルテット・エクスプローチェ

2020年1月5日（日）13：00開演［小ホール］
クァルテット・エクスプローチェ

シェイクスピアが生きたエリザベス朝の時代。劇中で演奏され
た音楽、民衆に広く愛された歌曲や舞曲などをお届けします。

イギリス・エリザベス朝の世界
古楽への招待11 毎年恒例、会場が一体となって新年を迎えるカウントダウンコンサート。

びわ湖ホールで迎える音楽で包まれた華やかな年越しをお楽しみください。

びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート
2019-2020

12月31日（火）22：00開演 24：30終演［大ホール］
S席7,000（6,500）円　A席5,500（5,000）円　B席4,000円
C席3,000円　SS席8,500（8,000）円　青少年（25歳未満）S～C席2,000円

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ピアノ：牛田智大　司会：桂 米團治　
管弦楽：大阪交響楽団
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
合唱：びわ湖ホール・ジルヴェスター合唱団
ファンファーレ：ジルヴェスター・ファンファーレ隊
演出・構成：岩田達宗

名曲コンサート

ヨーロッパの歌劇場で多くの舞台に立つ指揮者 阪 哲朗と、第82回日本音楽コン
クール第1位を獲得し、NHK交響楽団をはじめとする国内外のオーケストラと共演を重
ねるピアニスト 石井楓子を迎えてオール・ベートーヴェン・プログラムをお贈りします。

華麗なるオーケストラの世界 vol.2
～生誕250年～オール・ベートーヴェン・プログラム

2020年2月2日（日）15：00開演［大ホール］
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

［曲目］ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第５番変ホ長調op.73「皇帝」
ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 op.92

管弦楽：日本センチュリー交響楽団

ピアノ：石井楓子
Ⓒ Miki BucklandⒸ Miki BucklandⒸ Miki BucklandⒸ Miki Buckland

指揮：阪 哲朗
Ⓒ Florian HammerichⒸ Florian HammerichⒸ Florian HammerichⒸ Florian Hammerich

2020年2月11日（火・祝）14：00開演［大ホール］

アリーナ・コジョカル
〈ドリーム・プロジェクト2020〉

高本一郎

田島 隆青木洋也
Ⓒ Eiji Shinohara

S席13,000（12,000）円　A席11,000（10,000）円
B席9,000（8,000）円　C席7,000（6,500）円
D席5,000円　SS席15,000（14,000）円 青少年割引当日券

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

沼尻竜典
Ⓒ Ariga TerasawⒸ Ariga TerasawⒸ Ariga TerasawⒸ Ariga Terasaw

牛田智大



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

共
　催

12月23日（月）18：30開演［大ホール］
ディズニー・オン・クラシック Magical Night2019 ～まほうの夜の音楽会

S席8,900円　A席6,900円　B席5,400円（びわ湖ホールではB席取扱なし）

お問い合わせ：びわ湖放送株式会社 077-524-0153

12月21日（土）17：00開演［大ホール］KEIBUN 第九2019
SS席6,500円　S席6,200（6,000）円　A席5,800（5,500）円　B席4,500円　C席3,600円

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

2020年1月26日（日）14：00開演［大ホール］
平和堂財団設立30周年記念 ガラコンサート2020

無料（要入場整理券）
お問い合わせ：ブラームスホール協会 077-553-1699

これからの地域がますます元気になり、その魅力を全国へ、世界へと発信していくために
芸術文化が果たす役割について、各界で広く活躍するゲストを交えて語り合い、意見を
交わすトークセッションを開催します。

参加
無料 ～びわ湖のほとりで夢を語る～

アートびわ湖芸術文化茶論
サ ロ ン

会場：研修室（全回共通）　定員：各回20名　要事前申込（先着順）
お申し込み・お問い合わせ：地域創造部 077-523-7146（びわ湖ホール内）

11月9日（土）14：00～16：30
● 第3回／地域の糸をつむぐ～アートを用いた継承・アーカイブ～

12月8日（日）14：00～16：30
● 第4回／「老い」から生まれる物語を、共に旅する～アートと社会包摂～

 ゲスト：菅原直樹（俳優、介護福祉士、OiBokkeShi主宰）

コメンテーター：佐藤知久（文化人類学 京都市立芸術大学教授）
ゲスト：武田 力（演出家、民俗芸能アーカイバー）

びわ湖ホール名曲コンサート

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 秋の音楽祭参加公演です。

鈴木秀美 円熟のバッハ
無伴奏チェロ組曲

びわ湖の午後54

室内楽 全2回

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円
10月19日・26日 2回セット券6,000円

世界の名だたる古楽演奏家から厚い信頼を
受ける、日本におけるバロック・チェロの第一
人者・鈴木秀美。長いキャリアを重ねてきた
鈴木秀美による、バッハ無伴奏チェロ組曲を
２日かけて全曲お贈りします。

10月19日（土）・ 26日（土）14：00開演［小ホール］

［曲目］バッハ：無伴奏チェロ組曲（全曲）
　　　19日：第1番・第3番・第5番
　　　26日：第2番・第4番・第6番

鈴木秀美
Ⓒ K Miura

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

20歳で日本人初のクリーヴランド国際コン
クール優勝およびショパン賞を受賞した後、
数々の国内外の著名オーケストラとの共演を
重ねるほか、14枚ものCDをリリースするなど、
活躍目覚ましい福間洸太朗がびわ湖ホール
小ホールに登場。「情熱」をテーマにベートー
ヴェンとシューマンの名曲をお届けします。

［曲目］ベートーヴェン：エリーゼのために、『遥かなる恋人に』（リスト編曲）、ソナタ第23番 op.57 『熱情』
シューマン：「献呈」（リスト編曲）、幻想曲 op.17

福間洸太朗 ピアノ・リサイタル
Leidenschaft ～情熱

室内楽 

びわ湖の午後55

11月16日（土）14：00開演［小ホール］

福間洸太朗
Ⓒ Marc Bouhiron

岩谷祐之 情熱のヴァイオリン室内楽 

気軽にクラシック21

今月号のおすすめ公演! 詳細は４面へ

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

はずむ心の お買物♬
〒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/

〒520-2531

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社木の家専門店 谷口工務店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

山地梨保上野博昭

砂場拓也 佐渡春菜藤村江李奈

曽我香織 初瀬川未雪川北 朋

フルートとハープの調べ
11月25日（月）13：00～13：30
京都市交響楽団首席フルート奏者 上野博昭とハープ奏者 
山地梨保による美しく優雅な調べをご堪能ください。
出演：上野博昭（フルート）、山地梨保（ハープ）

［曲目］フォーレ：シシリエンヌ
ビゼー：メヌエット　ほか

びわ湖ホール×ながらの座・座 「身・水・湖～ゆらぐ境界」
11月15日（金）13：00～13：30
ジャワ舞踊の第一人者、佐久間 新が「水」をテーマに
パフォーマンスを披露！ピアノの音色と共にお楽しみ
ください。
出演：佐久間 新（ダンス）
　　  鈴木 潤（ピアノ）

11月18日（月）13：00～13：30

［曲目］山田耕筰：待ちぼうけ、からたちの花　ほか

出演：藤村江李奈（ソプラノ）
　　 砂場拓也（バリトン）、 佐渡春菜（ピアノ）

出演：塩見 亮（ピアノ）、西村静香（ピアノ）

［曲目］葉加瀬太郎：情熱大陸　ほか

［曲目］シューベルト：幻想曲 D940　ほか

出演：川北 朋（ユーフォニアム）
　　  曽我香織（ユーフォニアム）
　　  初瀬川未雪（ピアノ）

華麗なるピアノ・デュオ
10月9日（水）13：00～13：30
メインロビーにやってきたピアノ“ピノ”を使用した
コンサートをお楽しみください。

日本歌曲を歌う
10月2日（水）13：00～13：30
山田耕筰や中田喜直らが作曲した日本
歌曲の名曲をご堪能ください。

若手実力派による、ドビュッシーやグリーグの名曲をお楽しみ
ください。

ユーフォニアムのハーモニー 〈特別企画〉メインロビーでパフォーマンス!
9月25日（水）13：00～13：30
美しくまろやかなユーフォニアムの音色
をたっぷりとお届けします！

サクソフォン・アンサンブルの魅力
10月18日（金）13：00～13：30

［曲目］ドビュッシー：弦楽四重奏曲 ト短調 op.10より　ほか

出演：Impetus Saxophone Quartet 
　　　〈酒井 希（ソプラノ）磯貝充希（アルト）、安  泰旭（テナー）
　　   竹下 眞理子（バリトン）〉

インペトゥス・サクソフォン・クァルテット

秋のロビーコンサート祭り 入場無料 メインロビー
［事前申込不要］

※詳細はびわ湖ホールWEB、もしくはチラシをご覧ください。

10月22日（火・祝）10：30~17：00予定
メインロビー初の公募企画！ あらゆるジャンルのパフォーマンスが集う楽しい一日！
全34組が出演予定です。

※詳細調整中

FALL QUARTET

ハロウィン・ロビーコンサート「夜の仮面舞踏会」
10月28日（月）19：00～19：30
弦楽四重奏曲が奏でる夜の舞踏会にみんなで仮装してお出かけ
しませんか？

フォール　カ ル テ ット

［曲目］「くるみ割り人形」、「美女と野獣」
「アナと雪の女王」より　ほか

出演：FALL QUARTET
　　 〈大竹貴子（ヴァイオリン）、北島佳奈（ヴァイオリン）
　　   大槻桃子（ヴィオラ）、佐々木賢二（チェロ）〉

S席5,000（4,500）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 びわ湖ホール四大テノールびわ湖ホール四大テノール

IL DEVUIL DEVU
Ⓒ 日本コロムビア

2020年1月5日（日）15：30開演［大ホール］

びわ湖ホール発、関西が誇るテノール集団“びわ湖
ホール四大テノール”と関東が誇る総重量約500kg
の重量級クラシック・ヴォーカル･グループ“IL DEVU”
が遂に2020年お正月に共演します！

［曲目］

出演：

小口太郎：琵琶湖周航の歌
源田俊一郎：ふるさとの四季、オペラ・アリア
　　　　　 イタリアン・カンツォーネ　ほか

IL DEVU
〈望月哲也、大槻孝志、青山 貴、山下浩司／河原忠之（ピアノ）〉
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）〉

IL DEVU＆びわ湖ホール四大テノール
新春スペシャルコンサート

声 楽 
イル  ・  デ ー ヴ

数々の一流演奏家が名演を繰り広げてきた小ホール
に、一般公募で選ばれた出演者たちが集い、楽しい音楽
を奏でるアットホームなコンサート。演奏会の最後には、
プロの奏者によるアンサンブルをお楽しみいただけます。

昨年の様子

一般1,000円
11月2日（土）14：00開演［小ホール］

実力派アーティストによる演奏を気軽に楽しめる
１時間のコンサートシリーズ。21回目は関西フィル
ハーモニー管弦楽団コンサートマスター岩谷祐之
が登場です。高度な技術と情熱的な音色で奏で
るヴァイオリンの名曲をご堪能ください。

［曲目］ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調 op.108
パガニーニ：カンタービレ ニ長調 op.17
クライスラー：愛の喜び、愛の哀しみ　ほか

出演：岩谷祐之（ヴァイオリン）
　　  鈴木華重子（ピアノ）

岩谷祐之
Ⓒ HIKAWA

J.シュトラウスⅡ世作曲『こうもり』J.シュトラウスⅡ世作曲『こうもり』オペラ

びわ湖ホール舞台芸術基金びわ湖ホール オペラへの招待

（日本語上演・日本語字幕付）

全3幕
新制作

びわ湖ホール特別アンサンブルでピアノ五重奏の名曲をお届けします。
アットホームな小ホールで聴く至福のひと時をお楽しみください。

9月23日（月・祝）14：00開演［小ホール］
［曲目］シューベルト：ピアノ五重奏曲 イ長調「ます」 D667　ほか

シューベルト「ます」を聴く
気軽にクラシック20

室内楽 

一般1,000円 チケット取扱終了

ワルツ王 ヨハン・シュトラウスⅡ世によるオペレッタの最高傑作
を上演します。指揮に秋山和慶、演出に中村敬一を迎え、親し
みやすい日本語上演でお贈りします。個性的な登場人物たちが
繰り広げる煌びやかで愉快なオペレッタをびわ湖ホール声楽
アンサンブルと日本を代表するキャストでお楽しみください。

今回の『こうもり』の舞台上でプロのカメラマンが撮影した写真を各日10組の方にプレゼント!
日時：2020年1月10日（金）、11日（土）、12日（日）『こうもり』公演終演後、13日（月・祝）10：00～11：00
参加者：各日10組　参加料：無料※チケットの購入者のみ応募可（グループ参加の場合全員チケットが必要）
応募方法：郵送、FAX、WEBいずれかよりご応募ください。（10月31日（木）受付終了）
選考方法：応募書類による選考。11月上旬当選発表予定。※詳細はびわ湖ホールWEBをご覧ください。

オペラの舞台で「はい、チーズ!」～新成人も、昔新成人だった人も～

2020年1月10日（金）・11日（土）・12日（日）・13日（月･祝）各日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

出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル　演出：中村敬一　管弦楽：日本センチュリー交響楽団
1月10日（金）・12日（日）
二塚直紀＊
森谷真理★

山下浩司★

藤居知佳子
宮城朝陽
市川敏雅
平尾 悠
蔦谷明夫
上木愛李
林 隆史＊

1月11日（土）・13日（月･祝）
谷口耕平
船越亜弥
美代開太
八木寿子★

清水徹太郎＊
黒田 博★

熊谷綾乃
坂東達也
山田知加
林 隆史＊

〈キャスト〉
アイゼンシュタイン
ロザリンデ
フランク
オルロフスキー公爵
アルフレード
ファルケ博士
アデーレ
ブリント博士
イーダ
フロッシュ ★客演　＊ソロ登録メンバー　

秋山和慶秋山和慶

アンサンブルの楽しみ～演奏家のつどい～ vol.11室内楽 

西村静香塩見 亮

鈴木 潤佐久間 新

「秋のロビーコンサート祭り」期間中
は、かわいいピンク色の舞台がロビー
に出現！ 故・若杉弘 びわ湖ホール
初代芸術監督が愛用したピアノ、愛
称“ピノ”（1978年製スタンウェイ・ハ
ンブルクモデル 2013年寄贈）がお
出迎えします。

ロビーコンサート
会場はこちら！

冬にかけて舞台機構の制御改修工事のため大・中ホールの利用を休止する今年は、
ロビーコンサートを大幅に回数を増やして開催します。バラエティ豊かなアーティスト
がメインロビーに集結！みなさまのご来場をお待ちしています。

一般500円（自由席）※びわ湖ホールチケットセンター、文化産業交流会館各窓口販売のみ
10月13日（日）14：00開演［小ホール］

森谷真理 黒田 博

協
　力

S席6,000円　A席4,500円2020年1月11日（土）13：30開演［大ホール］
NEW YEAR 2020 ウィンナー・ワルツ・オーケストラ～宮殿祝賀コンサート～

お問い合わせ：光藍社チケットセンター 050-3776-6184

前売2,500（2,250）円　当日2,800円（自由席）12月20日（金）13：30開演［小ホール］

第11回シネマ・コンサートの会 in びわ湖ホール 上映会
『イル・ヴォーロ with プラシド・ドミンゴ 魅惑のライブ～三大テノールに捧ぐ』

お問い合わせ：シネマ・コンサートの会 090-8194-4804

※友の会優先発売 9月26日（木）、一般発売 9月28日（土）

2020年2月9日（日）14：00開演［小ホール］

しがぎんホールコンサートシリーズ2019-20 Premium35
2nd season「クラシックシリーズ」vol.1 久末航ピアノ・リサイタル ソナタ第3番

※友の会優先発売 9月26日（木）、一般発売9月28日（土）

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

一般3,500円　学生2,000円　自由席



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

共
　催

12月23日（月）18：30開演［大ホール］
ディズニー・オン・クラシック Magical Night2019 ～まほうの夜の音楽会

S席8,900円　A席6,900円　B席5,400円（びわ湖ホールではB席取扱なし）

お問い合わせ：びわ湖放送株式会社 077-524-0153

12月21日（土）17：00開演［大ホール］KEIBUN 第九2019
SS席6,500円　S席6,200（6,000）円　A席5,800（5,500）円　B席4,500円　C席3,600円

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

2020年1月26日（日）14：00開演［大ホール］
平和堂財団設立30周年記念 ガラコンサート2020

無料（要入場整理券）
お問い合わせ：ブラームスホール協会 077-553-1699

これからの地域がますます元気になり、その魅力を全国へ、世界へと発信していくために
芸術文化が果たす役割について、各界で広く活躍するゲストを交えて語り合い、意見を
交わすトークセッションを開催します。

参加
無料 ～びわ湖のほとりで夢を語る～

アートびわ湖芸術文化茶論
サ ロ ン

会場：研修室（全回共通）　定員：各回20名　要事前申込（先着順）
お申し込み・お問い合わせ：地域創造部 077-523-7146（びわ湖ホール内）

11月9日（土）14：00～16：30
● 第3回／地域の糸をつむぐ～アートを用いた継承・アーカイブ～

12月8日（日）14：00～16：30
● 第4回／「老い」から生まれる物語を、共に旅する～アートと社会包摂～

 ゲスト：菅原直樹（俳優、介護福祉士、OiBokkeShi主宰）

コメンテーター：佐藤知久（文化人類学 京都市立芸術大学教授）
ゲスト：武田 力（演出家、民俗芸能アーカイバー）

びわ湖ホール名曲コンサート

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 秋の音楽祭参加公演です。

鈴木秀美 円熟のバッハ
無伴奏チェロ組曲

びわ湖の午後54

室内楽 全2回

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円
10月19日・26日 2回セット券6,000円

世界の名だたる古楽演奏家から厚い信頼を
受ける、日本におけるバロック・チェロの第一
人者・鈴木秀美。長いキャリアを重ねてきた
鈴木秀美による、バッハ無伴奏チェロ組曲を
２日かけて全曲お贈りします。

10月19日（土）・ 26日（土）14：00開演［小ホール］

［曲目］バッハ：無伴奏チェロ組曲（全曲）
　　　19日：第1番・第3番・第5番
　　　26日：第2番・第4番・第6番

鈴木秀美
Ⓒ K Miura

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

20歳で日本人初のクリーヴランド国際コン
クール優勝およびショパン賞を受賞した後、
数々の国内外の著名オーケストラとの共演を
重ねるほか、14枚ものCDをリリースするなど、
活躍目覚ましい福間洸太朗がびわ湖ホール
小ホールに登場。「情熱」をテーマにベートー
ヴェンとシューマンの名曲をお届けします。

［曲目］ベートーヴェン：エリーゼのために、『遥かなる恋人に』（リスト編曲）、ソナタ第23番 op.57 『熱情』
シューマン：「献呈」（リスト編曲）、幻想曲 op.17

福間洸太朗 ピアノ・リサイタル
Leidenschaft ～情熱

室内楽 

びわ湖の午後55

11月16日（土）14：00開演［小ホール］

福間洸太朗
Ⓒ Marc Bouhiron

岩谷祐之 情熱のヴァイオリン室内楽 

気軽にクラシック21

今月号のおすすめ公演! 詳細は４面へ

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

はずむ心の お買物♬
〒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/

〒520-2531

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社木の家専門店 谷口工務店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

山地梨保上野博昭

砂場拓也 佐渡春菜藤村江李奈

曽我香織 初瀬川未雪川北 朋

フルートとハープの調べ
11月25日（月）13：00～13：30
京都市交響楽団首席フルート奏者 上野博昭とハープ奏者 
山地梨保による美しく優雅な調べをご堪能ください。
出演：上野博昭（フルート）、山地梨保（ハープ）

［曲目］フォーレ：シシリエンヌ
ビゼー：メヌエット　ほか

びわ湖ホール×ながらの座・座 「身・水・湖～ゆらぐ境界」
11月15日（金）13：00～13：30
ジャワ舞踊の第一人者、佐久間 新が「水」をテーマに
パフォーマンスを披露！ピアノの音色と共にお楽しみ
ください。
出演：佐久間 新（ダンス）
　　  鈴木 潤（ピアノ）

11月18日（月）13：00～13：30

［曲目］山田耕筰：待ちぼうけ、からたちの花　ほか

出演：藤村江李奈（ソプラノ）
　　 砂場拓也（バリトン）、 佐渡春菜（ピアノ）

出演：塩見 亮（ピアノ）、西村静香（ピアノ）

［曲目］葉加瀬太郎：情熱大陸　ほか

［曲目］シューベルト：幻想曲 D940　ほか

出演：川北 朋（ユーフォニアム）
　　  曽我香織（ユーフォニアム）
　　  初瀬川未雪（ピアノ）

華麗なるピアノ・デュオ
10月9日（水）13：00～13：30
メインロビーにやってきたピアノ“ピノ”を使用した
コンサートをお楽しみください。

日本歌曲を歌う
10月2日（水）13：00～13：30
山田耕筰や中田喜直らが作曲した日本
歌曲の名曲をご堪能ください。

若手実力派による、ドビュッシーやグリーグの名曲をお楽しみ
ください。

ユーフォニアムのハーモニー 〈特別企画〉メインロビーでパフォーマンス!
9月25日（水）13：00～13：30
美しくまろやかなユーフォニアムの音色
をたっぷりとお届けします！

サクソフォン・アンサンブルの魅力
10月18日（金）13：00～13：30

［曲目］ドビュッシー：弦楽四重奏曲 ト短調 op.10より　ほか

出演：Impetus Saxophone Quartet 
　　　〈酒井 希（ソプラノ）磯貝充希（アルト）、安  泰旭（テナー）
　　   竹下 眞理子（バリトン）〉

インペトゥス・サクソフォン・クァルテット

秋のロビーコンサート祭り 入場無料 メインロビー
［事前申込不要］

※詳細はびわ湖ホールWEB、もしくはチラシをご覧ください。

10月22日（火・祝）10：30~17：00予定
メインロビー初の公募企画！ あらゆるジャンルのパフォーマンスが集う楽しい一日！
全34組が出演予定です。

※詳細調整中

FALL QUARTET

ハロウィン・ロビーコンサート「夜の仮面舞踏会」
10月28日（月）19：00～19：30
弦楽四重奏曲が奏でる夜の舞踏会にみんなで仮装してお出かけ
しませんか？

フォール　カ ル テ ット

［曲目］「くるみ割り人形」、「美女と野獣」
「アナと雪の女王」より　ほか

出演：FALL QUARTET
　　 〈大竹貴子（ヴァイオリン）、北島佳奈（ヴァイオリン）
　　   大槻桃子（ヴィオラ）、佐々木賢二（チェロ）〉

S席5,000（4,500）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 びわ湖ホール四大テノールびわ湖ホール四大テノール

IL DEVUIL DEVU
Ⓒ 日本コロムビア

2020年1月5日（日）15：30開演［大ホール］

びわ湖ホール発、関西が誇るテノール集団“びわ湖
ホール四大テノール”と関東が誇る総重量約500kg
の重量級クラシック・ヴォーカル･グループ“IL DEVU”
が遂に2020年お正月に共演します！

［曲目］

出演：

小口太郎：琵琶湖周航の歌
源田俊一郎：ふるさとの四季、オペラ・アリア
　　　　　 イタリアン・カンツォーネ　ほか

IL DEVU
〈望月哲也、大槻孝志、青山 貴、山下浩司／河原忠之（ピアノ）〉
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）〉

IL DEVU＆びわ湖ホール四大テノール
新春スペシャルコンサート

声 楽 
イル  ・  デ ー ヴ

数々の一流演奏家が名演を繰り広げてきた小ホール
に、一般公募で選ばれた出演者たちが集い、楽しい音楽
を奏でるアットホームなコンサート。演奏会の最後には、
プロの奏者によるアンサンブルをお楽しみいただけます。

昨年の様子

一般1,000円
11月2日（土）14：00開演［小ホール］

実力派アーティストによる演奏を気軽に楽しめる
１時間のコンサートシリーズ。21回目は関西フィル
ハーモニー管弦楽団コンサートマスター岩谷祐之
が登場です。高度な技術と情熱的な音色で奏で
るヴァイオリンの名曲をご堪能ください。

［曲目］ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調 op.108
パガニーニ：カンタービレ ニ長調 op.17
クライスラー：愛の喜び、愛の哀しみ　ほか

出演：岩谷祐之（ヴァイオリン）
　　  鈴木華重子（ピアノ）

岩谷祐之
Ⓒ HIKAWA

J.シュトラウスⅡ世作曲『こうもり』J.シュトラウスⅡ世作曲『こうもり』オペラ

びわ湖ホール舞台芸術基金びわ湖ホール オペラへの招待

（日本語上演・日本語字幕付）

全3幕
新制作

びわ湖ホール特別アンサンブルでピアノ五重奏の名曲をお届けします。
アットホームな小ホールで聴く至福のひと時をお楽しみください。

9月23日（月・祝）14：00開演［小ホール］
［曲目］シューベルト：ピアノ五重奏曲 イ長調「ます」 D667　ほか

シューベルト「ます」を聴く
気軽にクラシック20

室内楽 

一般1,000円 チケット取扱終了

ワルツ王 ヨハン・シュトラウスⅡ世によるオペレッタの最高傑作
を上演します。指揮に秋山和慶、演出に中村敬一を迎え、親し
みやすい日本語上演でお贈りします。個性的な登場人物たちが
繰り広げる煌びやかで愉快なオペレッタをびわ湖ホール声楽
アンサンブルと日本を代表するキャストでお楽しみください。

今回の『こうもり』の舞台上でプロのカメラマンが撮影した写真を各日10組の方にプレゼント!
日時：2020年1月10日（金）、11日（土）、12日（日）『こうもり』公演終演後、13日（月・祝）10：00～11：00
参加者：各日10組　参加料：無料※チケットの購入者のみ応募可（グループ参加の場合全員チケットが必要）
応募方法：郵送、FAX、WEBいずれかよりご応募ください。（10月31日（木）受付終了）
選考方法：応募書類による選考。11月上旬当選発表予定。※詳細はびわ湖ホールWEBをご覧ください。

オペラの舞台で「はい、チーズ!」～新成人も、昔新成人だった人も～

2020年1月10日（金）・11日（土）・12日（日）・13日（月･祝）各日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

出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル　演出：中村敬一　管弦楽：日本センチュリー交響楽団
1月10日（金）・12日（日）
二塚直紀＊
森谷真理★

山下浩司★

藤居知佳子
宮城朝陽
市川敏雅
平尾 悠
蔦谷明夫
上木愛李
林 隆史＊

1月11日（土）・13日（月･祝）
谷口耕平
船越亜弥
美代開太
八木寿子★

清水徹太郎＊
黒田 博★

熊谷綾乃
坂東達也
山田知加
林 隆史＊

〈キャスト〉
アイゼンシュタイン
ロザリンデ
フランク
オルロフスキー公爵
アルフレード
ファルケ博士
アデーレ
ブリント博士
イーダ
フロッシュ ★客演　＊ソロ登録メンバー　

秋山和慶秋山和慶

アンサンブルの楽しみ～演奏家のつどい～ vol.11室内楽 

西村静香塩見 亮

鈴木 潤佐久間 新

「秋のロビーコンサート祭り」期間中
は、かわいいピンク色の舞台がロビー
に出現！ 故・若杉弘 びわ湖ホール
初代芸術監督が愛用したピアノ、愛
称“ピノ”（1978年製スタンウェイ・ハ
ンブルクモデル 2013年寄贈）がお
出迎えします。

ロビーコンサート
会場はこちら！

冬にかけて舞台機構の制御改修工事のため大・中ホールの利用を休止する今年は、
ロビーコンサートを大幅に回数を増やして開催します。バラエティ豊かなアーティスト
がメインロビーに集結！みなさまのご来場をお待ちしています。

一般500円（自由席）※びわ湖ホールチケットセンター、文化産業交流会館各窓口販売のみ
10月13日（日）14：00開演［小ホール］

森谷真理 黒田 博

協
　力

S席6,000円　A席4,500円2020年1月11日（土）13：30開演［大ホール］
NEW YEAR 2020 ウィンナー・ワルツ・オーケストラ～宮殿祝賀コンサート～

お問い合わせ：光藍社チケットセンター 050-3776-6184

前売2,500（2,250）円　当日2,800円（自由席）12月20日（金）13：30開演［小ホール］

第11回シネマ・コンサートの会 in びわ湖ホール 上映会
『イル・ヴォーロ with プラシド・ドミンゴ 魅惑のライブ～三大テノールに捧ぐ』

お問い合わせ：シネマ・コンサートの会 090-8194-4804

※友の会優先発売 9月26日（木）、一般発売 9月28日（土）

2020年2月9日（日）14：00開演［小ホール］

しがぎんホールコンサートシリーズ2019-20 Premium35
2nd season「クラシックシリーズ」vol.1 久末航ピアノ・リサイタル ソナタ第3番

※友の会優先発売 9月26日（木）、一般発売9月28日（土）

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

一般3,500円　学生2,000円　自由席



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

Oh!Me
大津テラス

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

※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。ただし取扱終了と記載されている公演についても、前売券の追加販売
や当日券を販売する場合があります。その場合は、事前にHP等でお知らせします。　※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。　※大・中・小ホールの公演では、テレ
コイル機能の付いた補聴器や人工内耳を使用されている方は、テレコイルモードに切り替えるとヒアリングループを利用した音声をお楽しみいただけます。

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】

【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

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
TEL.077（523）7136
電話予約

（10：00～19：00／火曜休館※休日の場合は翌日）

Ticket

2階チケットセンター
窓口販売

（10：00～19：00／火曜休館※休日の場合は翌日）

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

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／
 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

Stage No.256　2019年9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。

ヒアリングループマーク

「アンサンブルの楽しみ」は、音楽を愛する方々にびわ湖ホールで演奏していただこう、というびわ湖ホール芸術監督 沼尻竜典のアイディアで始まった、
公募で選出されたアーティストたちによるコンサートです。今年も、多彩なアンサンブルをお届けします！

10月13日（日）１4：00開演［小ホール］ 入場料500円（自由席）

～演奏家のつどい～ vol.11アンサンブルの楽しみ

［曲目］ラヴィトラーノ：
雪～ロマンツァとボレロ～

香久夜
か ぐ や

学生時代の仲間が時を経て結成。可
憐な音色と秘めた情熱で奏でるマンド
リン音楽、その魅力をお届けします。

［曲目］笠谷文：花輪舞（ロンド）
村上さとみ：蒼い風

フィオーレ
オカリナとアルハープの癒しの楽器で、オリジ
ナル曲を2曲演奏いたします。私たちの音楽
で、皆さんの心が癒されますように。

上敷領藍子（ヴァイオリン） 後藤彩子（ヴィオラ） 𠮷𠮷𠮷香（𠮷𠮷𠮷）

［曲目］ショパン：バラード第１番 op.23

皆様とショパンの音楽を味わえる日を心待ち
にしております。

［曲目］モリコーネ（真島俊夫編曲）：
モリコーネ・パラダイス

faló
フ ァ ロ

サックス＆ピアノのアンサンブルで
す。それぞれの楽器の音色を楽しんで
いただける演奏にしたいです。

［曲目］ドビュッシー：「ヴァイオリンとピアノの
ためのソナタ」より第１楽章、第３楽章

Duo Prière
デ ュ オ 　  プ リ エ

夫婦によるデュオ。この春から大津市
民となりました。皆様にお楽しみ頂けま
すように、心を込めて演奏いたします。

［曲目］フォーレ：
「マリア 恩寵の聖母」　ほか

アコルト
ソプラノとメゾ・ソプラノのまろやかな
ふたつの声による、フォーレの美しい
ハーモニーの妙をお楽しみください。

［曲目］J.S.バッハ：フーガの技法　ほか

片山梨子
かたやま  り　 こエイムス

リコーダーアンサンブル EIMS
歴史的背景と芸術性を持つ木製リコーダー。
厳粛な雰囲気とホールの響きが楽しみです。

［曲目］サンジュレー：サクソフォン四重奏曲第１番
op.53より１楽章、４楽章

チ ェ ル カト ー レ 　  サ ク ソ フォ ン 　  カ ル テット

Cercatore Saxophone Quartet
私たちのモットーである“自由な音楽”をたく
さんの方々にお届けできるよう、心を込めて
演奏します!

［曲目］坂田おさむ：
ありがとうの花　ほか

あんだんて
養護学校のOBや在校生たちで活動し
ている音楽バンド。是非聴いて観て笑
顔になってください。

［演奏曲］
ハイドン：弦楽四重奏曲第38番
　　　　変ホ長調op.33-2「冗談」

演奏会の最後には、プロの演奏家によるアンサンブルもお楽しみいただけます♪

チケット好評発売中

おすすめ 公 演 P I C K  U P

※びわ湖ホールチケットセンター、文化産業交流会館各窓口販売のみ

石上真由子（ヴァイオリン）
Ⓒ Shuzo Ogushi

ゲストプレーヤー
司 会

中谷 満
(相愛大学教授、
 同志社女子大学非常勤講師)


