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3月14日（土）14：00開演［中ホール］
一般500円（全自由席）　※びわ湖ホールチケットセンターで現金のみの取扱い。
4歳以上入場可

舞台芸術を担う人材の育成を目指して開催する「舞台技術研修」。研修の成果発
表として、今回はシャルル・ペロー原作『長靴をはいた猫』をお届けします。

ミュージカル『長靴をはいた猫』

METライブビューイング

チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演

代表作『セヴィリアの理髪師』など、オ
ペラ作曲家として名を馳せるロッシーニ
のもうひとつの顔をご紹介。びわ湖ホー
ル声楽アンサンブルと指揮者の大川
修司によるオール・ロッシーニ・プログラ
ムにご期待ください。

びわ湖ホール声楽アンサンブル第70回定期公演
オペラ作曲家の横顔～ロッシーニ～

［曲目］

指揮：大川修司　ピアノ：渡辺治子
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル

ロッシーニ：ヴェネツィアのレガッタ
　　　　　三つの聖歌「信仰・希望・愛」　
　　　　  スターバト・マーテル　ほか

ペーパーカット・写真：今森光彦

12/2（月） 一般発売

11/28（木） 友の会優先発売　11/30（土） 一般発売 12/5（木） 友の会優先発売　12/7（土） 一般発売

びわ湖リング完結年
関連企画

2020年2月24日（月・休）  『ラインの黄金』2010-11シーズン（3時間3分）
　　　　2月29日（土）　 『ワルキューレ』2010-11シーズン（5時間14分）
　　　　3月1日（日）　　 『ジークフリート』2011-12シーズン（5時間11分）
　　　　4月4日（土）       『神々の黄昏』2011-12シーズン（5時間28分）

『ラインの黄金』　一般3,200（2,700）円　青少年（25歳未満）2,000円　
ほか3作品　　　一般4,100（3,600）円　青少年（25歳未満）3,000円

メトロポリタン歌劇場（MET）で上演し
たワーグナー作曲《ニーベルングの指
環》四部作（ロベール・ルパージュ演
出）を上映します。

メ　 ト

各日13：00開始［全て中ホール］

舞台技術研修～人材育成講座～成果発表公演

高見信行 トランペットの魅力室内楽 

気軽にクラシック22

一般1,000円12月16日（月）14：00開演［小ホール］

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。
出演：高見信行（トランペット）、大山宮和瑚（ピアノ）

［曲目］アンダーソン：トランペット吹きの休日　ほか

高見信行

野村万作 野村萬斎

びわ湖ホール声楽アンサンブル

大川修司

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
評の狂言公演をお届けします。

野村万作・野村萬斎狂言公演

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

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

ろ れん
演目：呂蓮、新作狂言「鮎」　ほか
出演：野村万作、野村萬斎　ほか

2020年3月21日（土）13：00 ／17：00開演［中ホール］

2020年3月28日（土）14：00開演［小ホール］
アリーナ・コジョカル
〈ドリーム・プロジェクト2020〉

バレエ

世界のトップ・プリマ、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。
西日本公演はびわ湖ホールだけ! アリーナ・コジョカル

Ⓒ Andre Uspenski

［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

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）
ヨハン・コボー
セルゲイ・ポルーニン（ミュンヘン・バレエ団 ゲスト・プリンシパル）
オシール・グネーオ（ミュンヘン・バレエ団 プリンシパル）
ナンシー・オスバルデストン（フランドル国立バレエ団 プリンシパル）　 ほか

2020年2月11日（火・祝）14：00開演［大ホール］
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（取扱終了） 青少年割引当日券

出演者決定!

びわ湖ホール舞台芸術基金

助成：一般財団法人 地域創造



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

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　
美術・衣裳：ヘニング・フォン・ギールケ　管弦楽：京都市交響楽団

『ニーベルングの指環』四部作を4年かけて、びわ湖ホールが単独で新制作・上演してきた
〈びわ湖リング〉の完結作。オペラ演出界の巨匠ミヒャエル・ハンペを迎え、びわ湖ホール
の舞台機構を駆使した「決定版」とも言うべき舞台を創り上げ、国内外に発信します。

びわ湖ホール プロデュースオペラ 「ニーベルングの指環」 第3日

助成：（公財）アサヒグループ芸術文化財団、（公財）三菱UFJ信託芸術文化財団
びわ湖ホール舞台芸術基金

ワーグナー作曲『神々の黄昏』ワーグナー作曲『神々の黄昏』
（ドイツ語上演・日本語字幕付）

全3幕 新制作オペラ

『神々の黄昏』をもっと楽しめる! 関連企画が盛りだくさん!

こんにちは、ワーグナー
白石光隆ピアノ＆トークコンサート室内楽 

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。

12月7日（土）14：00開演［小ホール］

［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 白石光隆

Ⓒ 岩切 等

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）

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

〒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

名曲コンサート

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

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］

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”とびわ湖ホール発、関西が誇るテノール集団
“びわ湖ホール四大テノール”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

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

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

全席取扱終了

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

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

2020年4月18日（土）・6月6日（土）・9月26日（土）・11月7日（土）各日13：00／18：00開演［小ホール］
イリーナ・メジューエワ ベートーヴェン生誕250年記念ピアノソナタ・ツィクルス2020

ツィクルス券（4日間8公演）20,000円　※11月17日（日）10：00 ～ 11月21日（木）まで ※びわ湖ホールチケットセンター電話受付のみ
1日券（同日2公演）6,000円　※友の会優先発売（電話受付のみ） 11月22日（金）10：00 ～ 一般発売 11月24日（日）10：00 ～
1回券3,500円　※友の会優先発売11月22日（金）10：00 ～ 一般発売 11月24日（日）10：00 ～

お問い合わせ：びわ湖放送株式会社 077-524-0153

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

お問い合わせ：ブラームスホール協会 077-553-1699

お問い合わせ：エラート音楽事務所 075-751-0617

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～

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

お問い合わせ：光藍社チケットセンター 050-3776-6184

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

クァルテット・エクスプローチェ室内楽 

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、チェロの魅力をご堪能ください。

［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：クァルテット・エクスプローチェ
　　  〈市 寛也、髙木慶太、辻本 玲、森山涼介〉

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
2020年1月5日（日）13：00開演 15：00終演予定［小ホール］

クァルテット・エクスプローチェ

イギリス・エリザベス朝の世界
古楽への招待11

室内楽 

［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）

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］

シェイクスピアが生きたエリザベス朝の時代。宮廷で演奏された
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。

高本一郎

田島 隆青木洋也
Ⓒ Eiji Shinohara

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・プログラムでお贈りします。

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
Ⓒ Takashi ImaiⒸ Takashi ImaiⒸ Takashi ImaiⒸ Takashi Imai

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

オーケストラ

名曲コンサート

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! 2020年に生誕250年を迎えるベートーヴェンの「田
園」や、大迫力の映画「ゴジラ」のテーマ曲などをお贈りします。
大人気の指揮者体験コーナーで「運命」を指揮してみよう!

2020年3月22日（日）14：00開演［大ホール］
大人2,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円

指揮：藤岡幸夫　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団
［曲目］伊福部 昭：SF交響ファンタジー 第１番

ドヴォルザーク：交響曲 第9番「新世界より」 第２楽章　ほか
過去の公演より

「指揮者体験コーナー」

子どものための管弦楽教室　第16回
音楽のフロンティア　田園から宇宙まで
子どものための管弦楽教室　第16回
音楽のフロンティア　田園から宇宙まで

オーケストラ

二兎社公演43

終演後、永井愛（作・演出）によるポストパフォーマンス・トークを実施します。
出演：永井 愛　司会：畑 律江（毎日新聞社学芸部  専門編集委員）

ポストパフォーマンス・トーク

終演後には、蟬丸、吉川洋一郎によるポストパフォーマンス・トークを実施します。
聞き手：坪池栄子（雑紙「地域創造」、Performing Arts Network Japan編集プロデューサー）

ポストパフォーマンス・トーク

『私たちは何も知らない』演 劇 

雑誌『青鞜』創刊から廃刊に至る4年半ほどの
歳月を、編集部に出入りしていた若い女性たち
の姿を通して描く青春群像劇。二兎社・永井愛
による新作にご期待ください。

2020年1月18日（土）14：00開演［中ホール］
青少年割引当日券S席5,000（4,500）円 A席4,000（3,500）円

作・演出：永井 愛　出演：朝倉あき、藤野涼子、大西礼芳、夏子、富山えり子、須藤 蓮、枝元 萌

朝倉あき永井 愛

Ⓒ Sankai Juku

コンテンポラリーダンスの最高峰であるパリ
市立劇場との共同プロデュースを30年以上
続ける、日本を代表する舞踏カンパニー山海
塾。今年3月に北九州芸術劇場で発表した
新作を、フランス・ブラジル公演を経て、関西
初上演します。

2020年１月25日（土）14：00開演［中ホール］
一般4,500（4,000）円　青少年（25歳未満）3,000円

演出・振付・デザイン：天児牛大　舞台美術：中西夏之「着陸と着水」より
音楽：加古隆、YAS－KAZ、吉川洋一郎
舞踏手：蟬丸、竹内 晶、市原昭仁、松岡 大、石井則仁、百木俊介、岩本大紀、髙瀬 誠

あまがつ うしお

ア ー ク は く  め い は く  ぼ

山海塾「ARC  薄明・薄暮」ダンス

4歳から
入場

できます

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。音楽に包まれた
華やかな年越しをびわ湖ホールでお楽しみください。

12月31日（火）22：00開演 24：30終演予定［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（取扱終了）　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

びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2019-2020びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2019-2020オーケストラ

お楽しみ
抽選会も
あります

助成：一般財団法人 地域創造

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

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

牛田智大

今月号のおすすめ公演! 詳細は４面へ

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/

ロビーコンサート情報 入場無料 メインロビー
［事前申込不要］

びわ湖ホール秋のロビーコンサート祭り

フルートとハープの調べ
びわ湖ホール秋のロビーコンサート祭り

フルートとハープの調べ

山地梨保上野博昭

12月22日（日）11：00～11：30
ロビーコンサートにびわ湖ホール声楽アンサンブルが登
場。心躍るクリスマス・ソングの数々にご期待ください。

［曲目］J.シュトラウスII世：『こうもり』より“歌え踊れ”“シャンパンの歌”
サンタが街にやってくる、きよしこの夜　ほか

びわ湖ホール声楽アンサンブル

クリスマス・コンサート
びわ湖ホール声楽アンサンブル

クリスマス・コンサート

びわ湖ホール声楽アンサンブル 大川修司

2020年3月7日（土）・8日（日）両日とも13：00開演［大ホール］
S席20,000（19,000）円　A席17,000（16,000）円　B席15,000（14,000）円
C席12,000（11,000）円　D席9,000円　E席6,000円　SS席25,000（24,000）円
U30席3,000円　U24席2,000円　2公演セット券（S席）36,000（34,000）円 青少年割引当日券

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

沼尻竜典 ミヒャエル・ハンペ

『ジークフリート』（2019年3月）より

2020年3月8日（日）10：10～　演出家等がお話をします。
参加費：1,000円（事前申込不要、公演チケット提示の方は無料）オペラ・ワークショップ

映像を交えながら公演を存分に予習していただけます。《びわ湖リング》をより楽しみたい方、オペラ初心者の方にもおすすめです。
〈第１回〉第１幕、第２幕   2019年12月22日（日）14：30～16：30
〈第２回〉第３幕　　　　 2020年   1月19日（日）10：00～11：45
講師：東条碩夫（音楽評論家）　会場：コラボしが21（びわ湖ホール向かい）３階 大会議室
全2回通し券：2,000円／ 1回券（当日券のみ）：1,500円 [自由席・税込] 

オペラ講座『神々の黄昏』（初級編／全2回）

ワーグナー研究の第一人者が３回に分けて、音楽面・テキスト面・思想面から『神々の黄昏』の世界を丁寧に解説します。
〈第１回〉「黄昏の響き」～総譜から読み解く《神々の黄昏》の世界　2020年2月1日（土）14：00～16：45
講師：岡田安樹浩（国立音楽大学講師／音楽学）　会場：びわ湖ホール　リハーサル室

〈第２回〉作品成立事情とテキスト解説　2020年2月8日（土）14：00～16：45
講師：伊東史明（大谷大学講師／ドイツ文学）　会場：コラボしが２１ （びわ湖ホール向かい） ３階大会議室 

〈第３回〉作品の全体像とその思想的背景　2020年2月23日（日）14：00～16：45
講師：藤野一夫（神戸大学大学院教授／音楽文化論・文化政策）　会場：コラボしが２１ ３階大会議室 
全３回通し券：3,000円／１回券（当日券のみ）：1,500円 ［自由席・税込］

ワーグナー・ゼミナール（上級編／全3回）

2019年12月8日（日）10：30～12：30［小ホール]　歌手による演奏も交え、聴きどころや見どころを紹介します。
出演：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）、岡田暁生（京都大学教授）、藤野一夫（神戸大学大学院教授）   ほか

プレトーク・マチネ 入場無料・事前申込不要

ジークフリート　クリスティアン・フランツ
ブリュンヒルデ　ステファニー・ミュター
アルベリヒ　　　志村文彦
グンター　　　　石野繁生
ハーゲン　　　　妻屋秀和
グートルーネ　　安藤赴美子
ワルトラウテ　　谷口睦美
ヴォークリンデ　川日奈子
ヴェルグンデ　　杉山由紀
フロスヒルデ　　小林紗季子
第一のノルン　　竹本節子
第二のノルン　　金子美香
第三のノルン　　髙橋絵理

エリン・ケイヴス
池田香織
大山大輔
髙田智宏
斉木健詞
森谷真理
中島郁子
砂川涼子
向野由美子
松浦　麗
八木寿子
齊藤純子
田崎尚美

3月7日（土） 3月8日（日）

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　

助成：（公財）平和堂財団、（公財）ロームミュージックファンデーション
びわ湖ホール舞台芸術基金

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 オペラへの招待

（日本語上演・日本語字幕付）

全3幕
新制作

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。

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 ほか　指揮：秋山和慶　
管弦楽：日本センチュリー交響楽団　演出・お話：中村敬一

秋山和慶秋山和慶

森谷真理

黒田 博

前売2,500（2,250）円　当日2,800円（自由席）12月20日（金）13：30上映［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～3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



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

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　
美術・衣裳：ヘニング・フォン・ギールケ　管弦楽：京都市交響楽団

『ニーベルングの指環』四部作を4年かけて、びわ湖ホールが単独で新制作・上演してきた
〈びわ湖リング〉の完結作。オペラ演出界の巨匠ミヒャエル・ハンペを迎え、びわ湖ホール
の舞台機構を駆使した「決定版」とも言うべき舞台を創り上げ、国内外に発信します。

びわ湖ホール プロデュースオペラ 「ニーベルングの指環」 第3日

助成：（公財）アサヒグループ芸術文化財団、（公財）三菱UFJ信託芸術文化財団
びわ湖ホール舞台芸術基金

ワーグナー作曲『神々の黄昏』ワーグナー作曲『神々の黄昏』
（ドイツ語上演・日本語字幕付）

全3幕 新制作オペラ

『神々の黄昏』をもっと楽しめる! 関連企画が盛りだくさん!

こんにちは、ワーグナー
白石光隆ピアノ＆トークコンサート室内楽 

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。

12月7日（土）14：00開演［小ホール］

［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 白石光隆

Ⓒ 岩切 等

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）

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

〒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

名曲コンサート

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

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］

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”とびわ湖ホール発、関西が誇るテノール集団
“びわ湖ホール四大テノール”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

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

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

全席取扱終了

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

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

2020年4月18日（土）・6月6日（土）・9月26日（土）・11月7日（土）各日13：00／18：00開演［小ホール］
イリーナ・メジューエワ ベートーヴェン生誕250年記念ピアノソナタ・ツィクルス2020

ツィクルス券（4日間8公演）20,000円　※11月17日（日）10：00 ～ 11月21日（木）まで ※びわ湖ホールチケットセンター電話受付のみ
1日券（同日2公演）6,000円　※友の会優先発売（電話受付のみ） 11月22日（金）10：00 ～ 一般発売 11月24日（日）10：00 ～
1回券3,500円　※友の会優先発売11月22日（金）10：00 ～ 一般発売 11月24日（日）10：00 ～

お問い合わせ：びわ湖放送株式会社 077-524-0153

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

お問い合わせ：ブラームスホール協会 077-553-1699

お問い合わせ：エラート音楽事務所 075-751-0617

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～

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

お問い合わせ：光藍社チケットセンター 050-3776-6184

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

クァルテット・エクスプローチェ室内楽 

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、チェロの魅力をご堪能ください。

［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：クァルテット・エクスプローチェ
　　  〈市 寛也、髙木慶太、辻本 玲、森山涼介〉

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
2020年1月5日（日）13：00開演 15：00終演予定［小ホール］

クァルテット・エクスプローチェ

イギリス・エリザベス朝の世界
古楽への招待11

室内楽 

［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）

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］

シェイクスピアが生きたエリザベス朝の時代。宮廷で演奏された
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。

高本一郎

田島 隆青木洋也
Ⓒ Eiji Shinohara

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・プログラムでお贈りします。

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
Ⓒ Takashi ImaiⒸ Takashi ImaiⒸ Takashi ImaiⒸ Takashi Imai

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

オーケストラ

名曲コンサート

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! 2020年に生誕250年を迎えるベートーヴェンの「田
園」や、大迫力の映画「ゴジラ」のテーマ曲などをお贈りします。
大人気の指揮者体験コーナーで「運命」を指揮してみよう!

2020年3月22日（日）14：00開演［大ホール］
大人2,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円

指揮：藤岡幸夫　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団
［曲目］伊福部 昭：SF交響ファンタジー 第１番

ドヴォルザーク：交響曲 第9番「新世界より」 第２楽章　ほか
過去の公演より

「指揮者体験コーナー」

子どものための管弦楽教室　第16回
音楽のフロンティア　田園から宇宙まで
子どものための管弦楽教室　第16回
音楽のフロンティア　田園から宇宙まで

オーケストラ

二兎社公演43

終演後、永井愛（作・演出）によるポストパフォーマンス・トークを実施します。
出演：永井 愛　司会：畑 律江（毎日新聞社学芸部  専門編集委員）

ポストパフォーマンス・トーク

終演後には、蟬丸、吉川洋一郎によるポストパフォーマンス・トークを実施します。
聞き手：坪池栄子（雑紙「地域創造」、Performing Arts Network Japan編集プロデューサー）

ポストパフォーマンス・トーク

『私たちは何も知らない』演 劇 

雑誌『青鞜』創刊から廃刊に至る4年半ほどの
歳月を、編集部に出入りしていた若い女性たち
の姿を通して描く青春群像劇。二兎社・永井愛
による新作にご期待ください。

2020年1月18日（土）14：00開演［中ホール］
青少年割引当日券S席5,000（4,500）円 A席4,000（3,500）円

作・演出：永井 愛　出演：朝倉あき、藤野涼子、大西礼芳、夏子、富山えり子、須藤 蓮、枝元 萌

朝倉あき永井 愛

Ⓒ Sankai Juku

コンテンポラリーダンスの最高峰であるパリ
市立劇場との共同プロデュースを30年以上
続ける、日本を代表する舞踏カンパニー山海
塾。今年3月に北九州芸術劇場で発表した
新作を、フランス・ブラジル公演を経て、関西
初上演します。

2020年１月25日（土）14：00開演［中ホール］
一般4,500（4,000）円　青少年（25歳未満）3,000円

演出・振付・デザイン：天児牛大　舞台美術：中西夏之「着陸と着水」より
音楽：加古隆、YAS－KAZ、吉川洋一郎
舞踏手：蟬丸、竹内 晶、市原昭仁、松岡 大、石井則仁、百木俊介、岩本大紀、髙瀬 誠

あまがつ うしお

ア ー ク は く  め い は く  ぼ

山海塾「ARC  薄明・薄暮」ダンス

4歳から
入場

できます

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。音楽に包まれた
華やかな年越しをびわ湖ホールでお楽しみください。

12月31日（火）22：00開演 24：30終演予定［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（取扱終了）　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

びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2019-2020びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2019-2020オーケストラ

お楽しみ
抽選会も
あります

助成：一般財団法人 地域創造

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

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

牛田智大

今月号のおすすめ公演! 詳細は４面へ

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/

ロビーコンサート情報 入場無料 メインロビー
［事前申込不要］

びわ湖ホール秋のロビーコンサート祭り

フルートとハープの調べ
びわ湖ホール秋のロビーコンサート祭り

フルートとハープの調べ

山地梨保上野博昭

12月22日（日）11：00～11：30
ロビーコンサートにびわ湖ホール声楽アンサンブルが登
場。心躍るクリスマス・ソングの数々にご期待ください。

［曲目］J.シュトラウスII世：『こうもり』より“歌え踊れ”“シャンパンの歌”
サンタが街にやってくる、きよしこの夜　ほか

びわ湖ホール声楽アンサンブル

クリスマス・コンサート
びわ湖ホール声楽アンサンブル

クリスマス・コンサート

びわ湖ホール声楽アンサンブル 大川修司

2020年3月7日（土）・8日（日）両日とも13：00開演［大ホール］
S席20,000（19,000）円　A席17,000（16,000）円　B席15,000（14,000）円
C席12,000（11,000）円　D席9,000円　E席6,000円　SS席25,000（24,000）円
U30席3,000円　U24席2,000円　2公演セット券（S席）36,000（34,000）円 青少年割引当日券

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

沼尻竜典 ミヒャエル・ハンペ

『ジークフリート』（2019年3月）より

2020年3月8日（日）10：10～　演出家等がお話をします。
参加費：1,000円（事前申込不要、公演チケット提示の方は無料）オペラ・ワークショップ

映像を交えながら公演を存分に予習していただけます。《びわ湖リング》をより楽しみたい方、オペラ初心者の方にもおすすめです。
〈第１回〉第１幕、第２幕   2019年12月22日（日）14：30～16：30
〈第２回〉第３幕　　　　 2020年   1月19日（日）10：00～11：45
講師：東条碩夫（音楽評論家）　会場：コラボしが21（びわ湖ホール向かい）３階 大会議室
全2回通し券：2,000円／ 1回券（当日券のみ）：1,500円 [自由席・税込] 

オペラ講座『神々の黄昏』（初級編／全2回）

ワーグナー研究の第一人者が３回に分けて、音楽面・テキスト面・思想面から『神々の黄昏』の世界を丁寧に解説します。
〈第１回〉「黄昏の響き」～総譜から読み解く《神々の黄昏》の世界　2020年2月1日（土）14：00～16：45
講師：岡田安樹浩（国立音楽大学講師／音楽学）　会場：びわ湖ホール　リハーサル室

〈第２回〉作品成立事情とテキスト解説　2020年2月8日（土）14：00～16：45
講師：伊東史明（大谷大学講師／ドイツ文学）　会場：コラボしが２１ （びわ湖ホール向かい） ３階大会議室 

〈第３回〉作品の全体像とその思想的背景　2020年2月23日（日）14：00～16：45
講師：藤野一夫（神戸大学大学院教授／音楽文化論・文化政策）　会場：コラボしが２１ ３階大会議室 
全３回通し券：3,000円／１回券（当日券のみ）：1,500円 ［自由席・税込］

ワーグナー・ゼミナール（上級編／全3回）

2019年12月8日（日）10：30～12：30［小ホール]　歌手による演奏も交え、聴きどころや見どころを紹介します。
出演：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）、岡田暁生（京都大学教授）、藤野一夫（神戸大学大学院教授）   ほか

プレトーク・マチネ 入場無料・事前申込不要

ジークフリート　クリスティアン・フランツ
ブリュンヒルデ　ステファニー・ミュター
アルベリヒ　　　志村文彦
グンター　　　　石野繁生
ハーゲン　　　　妻屋秀和
グートルーネ　　安藤赴美子
ワルトラウテ　　谷口睦美
ヴォークリンデ　川日奈子
ヴェルグンデ　　杉山由紀
フロスヒルデ　　小林紗季子
第一のノルン　　竹本節子
第二のノルン　　金子美香
第三のノルン　　髙橋絵理

エリン・ケイヴス
池田香織
大山大輔
髙田智宏
斉木健詞
森谷真理
中島郁子
砂川涼子
向野由美子
松浦　麗
八木寿子
齊藤純子
田崎尚美

3月7日（土） 3月8日（日）

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　

助成：（公財）平和堂財団、（公財）ロームミュージックファンデーション
びわ湖ホール舞台芸術基金

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 オペラへの招待

（日本語上演・日本語字幕付）

全3幕
新制作

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。

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 ほか　指揮：秋山和慶　
管弦楽：日本センチュリー交響楽団　演出・お話：中村敬一

秋山和慶秋山和慶

森谷真理

黒田 博

前売2,500（2,250）円　当日2,800円（自由席）12月20日（金）13：30上映［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～3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



Stage No.258　2019年11月20日発行
発行・編集 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

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

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

米團治は、ミュージカルやクラシック音楽に明るく、オペラと上
方落語の合体「おぺらくご」の創作や、オーケストラ等のコン
サートへの出演なども多数。このコンサートの司会としても、
すっかりおなじみです。大人気の軽妙なトークとともに、コン
サートの幕開けです！

米團治は、ミュージカルやクラシック音楽に明るく、オペラと上
方落語の合体「おぺらくご」の創作や、オーケストラ等のコン
サートへの出演なども多数。このコンサートの司会としても、
すっかりおなじみです。大人気の軽妙なトークとともに、コン
サートの幕開けです！

1.司会は桂 米團治
注目ポイント

国内外のオーケストラとの共演や数々の受賞歴と、目覚まし
い活躍を続ける牛田智大。コンサートの前半は、ショパンの名
曲、ピアノ協奏曲第1番をたっぷりお楽しみいただきます。フ
レッシュな魅力を存分にご堪能ください!

国内外のオーケストラとの共演や数々の受賞歴と、目覚まし
い活躍を続ける牛田智大。コンサートの前半は、ショパンの名
曲、ピアノ協奏曲第1番をたっぷりお楽しみいただきます。フ
レッシュな魅力を存分にご堪能ください!

ともはる

2.若き俊英 牛田智大によるショパン
　　「ピアノ協奏曲 第1番」

とも はる

休憩中のホワイエにて、協賛企業のご協力により、豪華賞品
が当たる抽選会を行ないます。当選者は、後半のステージで
発表します。お楽しみに!

休憩中のホワイエにて、協賛企業のご協力により、豪華賞品
が当たる抽選会を行ないます。当選者は、後半のステージで
発表します。お楽しみに!

3.豪華賞品の当たる抽選会も!

※詳細は、当日会場でご案内いたします。

2020年は、ベートーヴェン生誕250周年をはじめ、アニバーサリーが盛りだくさん。懐かし
の札幌五輪テーマ曲や、オペラにミサ曲・・・と、沼尻芸術監督によるバラエティー豊かな選曲
にもご注目。来年への期待をふくらませ、コンサートはフィナーレへ！

2020年は、ベートーヴェン生誕250周年をはじめ、アニバーサリーが盛りだくさん。懐かし
の札幌五輪テーマ曲や、オペラにミサ曲・・・と、沼尻芸術監督によるバラエティー豊かな選曲
にもご注目。来年への期待をふくらませ、コンサートはフィナーレへ！

4.アニバーサリーイヤーを迎える作曲家達の名作が目白押し!

会場の熱気は最高潮! 大阪交響楽団、びわ湖ホール声楽アン
サンブル、そして、公募により選出した「ジルヴェスター合唱団」
と「ジルヴェスター・ファンファーレ隊」、合計およそ200名。舞
台のスクリーンに大きく映し出された針時計を見つめ、カウント
ダウン! 年明けは華々しいファンファーレでスタートです!

会場の熱気は最高潮! 大阪交響楽団、びわ湖ホール声楽アン
サンブル、そして、公募により選出した「ジルヴェスター合唱団」
と「ジルヴェスター・ファンファーレ隊」、合計およそ200名。舞
台のスクリーンに大きく映し出された針時計を見つめ、カウント
ダウン! 年明けは華々しいファンファーレでスタートです!

5.いよいよ、カウントダウン!

ジルヴェスター合唱団は、びわ湖ホール声楽アンサンブル指揮者
の大川修司と、ソロ・登録メンバー林 隆史による、約2か月（40時
間以上!）の稽古を経て本番に挑みます。

ジルヴェスター合唱団は、びわ湖ホール声楽アンサンブル指揮者
の大川修司と、ソロ・登録メンバー林 隆史による、約2か月（40時
間以上!）の稽古を経て本番に挑みます。

■ ジルヴェスター合唱団

Program21：00 開場
21：20 ウェルカム・コンサート

ホワイエにて、お客さまをお出迎えするミニコンサートを行います。
開演までのひとときをリラックスしてお楽しみください。

22：00 開演
スッぺ（生誕125年）：喜歌劇 「軽騎兵」 序曲
ショパン（生誕210年）：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 op.11　ピアノ：牛田智大

24：30 終演予定

〈2020の作曲家たち〉
武満 徹（生誕90年）：波の盆（同名のテレビドラマ主題曲）
サリヴァン（没後120年）：コミックオペラ 『ミカド』 第2幕より　
　　　　　　　 　　　二重唱 「ふきすさぶ風の美しさ」 ～フィナーレ
ベートーヴェン（生誕250年）：ミサ曲ハ長調 op.86より  Ⅰ キリエ Ⅱ グローリア

コープランド（生誕120年）：市民のためのファンファーレ'
ヨーゼフ・シュトラウス（没後150年）：とんぼ（指揮：桂 米團治）
村井邦彦（生誕75年）：虹と雪のバラード（札幌五輪テーマ曲）
ベートーヴェン：歌劇 『フィデリオ』 第2幕フィナーレより
　　　　　　   「立派な妻をえたものは、われらの歓声に声を合せよう」

休憩（ホワイエにて抽選会を実施）

年越し

“ジルヴェスター”はドイツ語で「大晦日」のことを意味し、この日に行われるコン
サートはジルヴェスター・コンサートと呼ばれています。びわ湖ホールでは1998年
の開館以来、大晦日の年越しコンサートを開催し、今年で22回目。毎年恒例、ジル
ヴェスター・コンサートの注目ポイントをご紹介します。 2020年はベートーヴェン生誕250年で世界中が盛り上がるでしょう。でもベートーヴェン以

外にも、メモリアルイヤーの作曲家はたくさんいるのです。その中には普段、超有名作曲家
の影に隠れがちな人も。今回はこれら2020年にまつわる作曲家をまとめて取り上げ、ジル
ヴェスターの華やいだ雰囲気の中でお聴きいただきたいと思います。ショパンのピアノ協奏
曲第1番を弾く、天才ピアニストと評価の高い牛田智大さんもちょうど20歳。節目の年齢でび
わ湖ホールデビューを飾ります。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

2020年はベートーヴェン生誕250年で世界中が盛り上がるでしょう。でもベートーヴェン以
外にも、メモリアルイヤーの作曲家はたくさんいるのです。その中には普段、超有名作曲家
の影に隠れがちな人も。今回はこれら2020年にまつわる作曲家をまとめて取り上げ、ジル
ヴェスターの華やいだ雰囲気の中でお聴きいただきたいと思います。ショパンのピアノ協奏
曲第1番を弾く、天才ピアニストと評価の高い牛田智大さんもちょうど20歳。節目の年齢でび
わ湖ホールデビューを飾ります。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

※12/29（日）～1/3（金）休館。ただし、チケットセンターは12/30（月）電話のみ受付。12/31（火）は12：00～23：00営業。

びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2019-2020

　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（取扱終了）青少年（25歳未満）S～C席2,000円

12月31日（火）22：00開演 24：30終演予定［大ホール］

指揮：沼尻竜典　ピアノ：牛田智大　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：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

JR大津駅～びわ湖ホール間に送迎シャトルバスを
運行します。（JR大津駅バスターミナル）

開演前 JR大津駅発 20：50～21：40（約10分間隔）

終演後 びわ湖ホール発 （随時）

行き帰りも安心
無料シャトルバス
を運行します！

2019-2020

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート

びわ湖ホール芸術監督・指揮 沼尻竜典より Ⓒs.yamamoto

おすすめ公演
PICK UP

毎年恒例! 音楽に包まれる、カウントダウンコンサート!毎年恒例! 音楽に包まれる、カウントダウンコンサート!毎年恒例! 音楽に包まれる、カウントダウンコンサート!

昨年の稽古の様子

昨年の様子
Ⓒ 栗山主税

昨年の抽選会の様子

牛田智大
Ⓒ Ariga Terasawa

桂米團治
Ⓒ 栗山主税


