
公演については、3月6日（金）時点での情報です。変更となる場合が
ありますので、今後の情報にご注意ください。
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2018年の開館20周年記念公演「千人の交響
曲」より2年。沼尻竜典がタクトを握るマーラーシ
リーズが始まります。第1回は「巨人」で親しまれる、
若きマーラーの熱気がほとばしる第1番と、彼の死
により未完となった第10番より「アダージョ」を演
奏。どうぞご期待ください。

沼尻竜典 × 京都市交響楽団
マーラー「巨人」

S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円　B席3,000円　C席2,000円
青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ750円

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
管弦楽：京都市交響楽団

［曲目］マーラー：交響曲 第1番「巨人」
　　　　 交響曲 第10番より「アダージョ」

［曲目］ビゼー：ファランドール（組曲『アルルの女』より）
ブラームス：ハンガリー舞曲 第１番
ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 第１5番
J.ウィリアムズ：スター・ウォーズよりメインテーマ
プッチーニ：誰も寝てはならぬ（オペラ『トゥーランドット』より）
マスカーニ：復活祭の合唱（オペラ『カヴァレリア・ルスティカーナ』より）

〈みんなで歌おう〉村井邦彦：翼をください
ムソルグスキー：「展覧会の絵」より バーバ・ヤーガの小屋～キエフの大門

ペーパーカット・写真：今森光彦

4/10（金） 友の会優先発売　4/12（日） 一般発売

4/17（金） 友の会優先発売　4/19（日） 一般発売

指揮：高関 健
管弦楽：京都市交響楽団
司会・独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル　
構成・演出：中村敬一

昨年度の公演より昨年度の公演より

2011年より県内の子どもたちに向
けて開催してきた「音楽会」を初公
開！！ 一流の指揮者と大迫力のオー
ケストラが奏でる本格的なクラシッ
ク・コンサートをびわ湖ホール声楽
アンサンブルの楽しい司会、歌声と
一緒に楽しめる一時間です。

びわ湖ホール 音楽会へ出かけよう!

8月23日（日）14：00開演［大ホール］

6月13日（土）10：30／14：00開演［大ホール］
大人1,500円　子ども（小学生・中学生）500円

２０１７年、オーストリア・ウィーン国立歌劇場にてカ
ウンターテナーとしてデビューという東洋人初の快
挙を成し遂げた藤木大地が〈びわ湖の午後〉シリー
ズに登場。美しく伸びやかな歌声をたっぷり堪能で
きる至福の時間をお楽しみください。

藤木大地
カウンターテナー・リサイタル

［曲目］

出演：藤木大地（カウンターテナー）
　　 加藤昌則（ピアノ）

ヘンデル：歌劇『リナルド』より
　　　　 「勇気と美徳をもって勝利を収めに行こう」
バッハ：ミサ曲 ロ短調より「父の右に座したもう主よ」
加藤昌則：歌劇『400歳のカストラート』より「夢」（ピアノ版初演）
日本の夏の歌（「夏は来ぬ」「浜辺の歌」 ほか）　ほか

加藤昌則

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円
7月18日（土）14：00開演［小ホール］

昭和や平成の時代を代表する名曲や、童謡、唱
歌を声楽アンサンブルの歌声とオーケストラの音
色でたっぷりとお楽しみください。

びわ湖ホール声楽アンサンブル
美しい日本の歌

指揮：本山秀毅 （びわ湖ホール声楽アンサンブル桂冠指揮者）
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：京都フィルハーモニー室内合奏団

［曲目］琵琶湖周航の歌　
懐かしき童謡（しゃぼん玉、七つの子、汽車のうた ほか）
ふるさとの四季（源田俊一郎編曲）
夏の想い出
昭和・平成の懐かしきヒット曲（「川の流れのように」「上を向いて歩こう」 ほか）

びわ湖ホール声楽アンサンブル 京都フィルハーモニー室内合奏団

本山秀毅

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円
8月10日（月・祝）14：00開演［大ホール］

びわ湖の午後56

藤木大地
Ⓒ hiromasa

高関 健高関 健
Ⓒ Stas Levshin

京都市交響楽団京都市交響楽団
Ⓒ 井上写真事務所　井上嘉和

沼尻竜典



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

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～

声 楽 

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

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
3月28日（土）14：00開演［小ホール］

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します。

［曲目］

指揮：大川修司　ピアノ：渡辺治子
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル

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

レガッタ

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 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

〒520-2531

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

協
　力

お問い合わせ：びわ湖放送株式会社 077-524-0153

S席8,900円　A席7,600円　B席6,300円　SS席12,000円6月21日（日）17：00開演［大ホール］
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ“ザ・コンサート”

※びわ湖ホールチケットセンターでの取扱いはありません。

お問い合わせ：公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団 06-6577-1381

7月12日（日）14：00開演［大ホール］関西フィルハーモニー管弦楽団 びわ湖ホール特別演奏会
S席4,500（4,050）円　A席4,000（3,600）円　B席3,500（3,150）円　学生席（25歳以下）2,000円
※学生席はびわ湖ホールチケットセンターでの取扱はありません。

共
　催

イリーナ・メジューエワ ベートーヴェン ピアノ・ソナタ・ツィクルス2020

お問い合わせ：エラート音楽事務所 075-751-0617

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］
ツィクルス券（4日間8公演）取扱終了　1日券（同日2公演）6,000円　1回券3,500円

 一般3,500円　青少年（25歳未満）1,500円
Erard Concert 青柳いづみこ ピアノ・リサイタル 

エラール　　コ ン サ ート

お問い合わせ：森田ピアノ工房 075-594--2401
7月5日（日）14：00開演［小ホール］

お問い合わせ：シネマ・コンサートの会 090-8194-4804

 一般2,500（2,250）円　当日券2,800円5月8日（金）13：30上映［小ホール］
第12回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール『トスカ』

歌舞伎 松竹大歌舞伎

片岡仁左衛門片岡仁左衛門
Ⓒ 松竹㈱

毎年大好評の松竹大歌舞伎。今回は曽我兄弟の仇討ち
を題材にした舞踊「正札附根元草摺」と歌舞伎の三大名
作の一つに数えられる「義経千本桜」を上演します。　

4月9日（木）14：00開演［中ホール］
S席8,000（7,500）円　A席7,000（6,500）円　青少年（25歳未満）4,000円

しょうふだつきこんげんくさずり

演目：一、正札附根元草摺
　　 二、義経千本桜「木の実」「小金吾討死」「すし屋」
出演：片岡仁左衛門　ほか

演 劇 「ガールズ＆ボーイズ」

講師：横原千史（音楽評論家）　ピアノ：上田明美
［曲目］ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 op.57 「熱情」
　　　　　　　　　　ピアノ・ソナタ 第32番 ハ短調 op.111 上田明美上田明美

アニバーサリー・イヤーの２０２０年。生涯を通じて作曲
し、全３２曲を残したピアノ・ソナタに焦点を当てて、
ベートーヴェン音楽の神髄に迫ります。

ベートーヴェン生誕250年記念

4月5日（日）14：00開演［小ホール］一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円

レクチャーコンサート  ベートーヴェンの究極のソナタ

 

レクチャーでは中期と後期を代表する２曲のピアノ・ソナタ、第23
番《熱情》と第32番を取り上げます。この２曲は作曲者の尋常で
ない苦難を乗り越えて生み出された究極の傑作です。ベートー
ヴェンの苦しみの末に到達した境地は、悩める我々現代人の心
を励まし、必ずや感動を呼び覚ましてくれることでしょう。

横原千史さんより

横原千史

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。5.1ｃｈ
サラウンドによる音響と高精細の映像で、世界
最高峰のオペラをお楽しみください。

メ　 ト

びわ湖リング
完結年関連企画 （日本語字幕付）METライブビューイング

※休憩中は興奮と感動のバックステージ映像や歌手のインタビューも上演します。

〒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/

数々の一流アーティストが演奏してきたびわ湖ホール 
小ホールで、お気に入りの曲を演奏してみませんか？ 
9月21日（月・祝）「アンサンブルの楽しみ」に出演す
る方を募集します。趣味で演奏を楽しむ方、音楽家を
夢見るお子さま、プロの演奏家の方、「音楽」を愛す
る人ならばどなたでもご応募いただけます。詳しくは募
集チラシ、びわ湖ホールホームページをご覧ください。

アンサンブルの楽しみ～演奏家のつどい～ vol.12

お問い合わせ先：びわ湖ホール事業部
　　　　　　　 TEL.077-523-7150（10：00 ～ 17：00、火曜日休館・休日の場合は翌日）
WEBからも申し込みできます

参加費無料! 応募締め切り／ 6月12日（金）当日消印有効

公演延期

昨年の様子

オペラ

イタリア・パレルモ・マッシモ劇場

ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』 オペラ 沼尻竜典 作曲 『竹取物語』沼尻竜典 作曲 『竹取物語』
（イタリア語上演・日本語字幕付）

全４幕
新制作

指揮：アンドレア・バッティストーニ　演出：アンドレア・チーニ
管弦楽・合唱：パレルモ・マッシモ劇場管弦楽団・合唱団

「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」の合唱で有名なヴェルディの名作
『ナブッコ』を超豪華キャストでお贈りします。シチリアの海と太陽に育まれた
イタリア名門歌劇場、3年ぶりの来日公演です。どうぞお楽しみに!

〈フェネーナ〉
ヴェッセリーナ・カサロヴァ

〈フェネーナ〉
ヴェッセリーナ・カサロヴァ

〈イズマエーレ〉
ルーベンス・ペリッツァーリ

〈イズマエーレ〉
ルーベンス・ペリッツァーリ

〈ザッカリア〉
ルーカ・ティットート

〈ザッカリア〉
ルーカ・ティットート

〈ナブッコ〉
アルベルト・ガザーレ

〈ナブッコ〉
アルベルト・ガザーレ

〈アビガイッレ〉
マリア・グレギーナ

〈アビガイッレ〉
マリア・グレギーナ

Ⓒ Petra Stadler

6月27日（土）15：00開演［大ホール］
S席32,000（31,000）円　A席26,000（25,000）円　B席21,000（20,000）円
U30席（30歳以下）6,000円　U24席（24歳以下）4,000円
青少年割引当日券 ※C席・D席・E席・SS席取扱終了

～オペラ・古典芸能・バレエ～初心者向け・トライアングル講座vol.3（全3回）
オペラ・バレエ・古典芸能を一人の講師により横断的に解説し皆様をより幅広い
ジャンルにいざなう講座シリーズの第３弾! 直近の公演の予習としても最適な
内容を予定。３回通し参加がおすすめです。

〈第1回〉オペラ編 　 5月30日（土）　〈第2回〉古典芸能編 7月12日（日）
〈第3回〉バレエ編 　9月13日（日）

青山登志和

講師：青山登志和（元フジテレビ・プロデューサー）
3日とも14：00開講［リハーサル室］
全3回通し券：3,000円　1回券（当日のみ）1,500円（自由席）

新国立劇場2019／2020シーズン演劇

長澤まさみ長澤まさみ蓬莱竜太蓬莱竜太

2018年にロンドンのロイヤルコート劇場で初
演され、翌年にはブロードウェイでも上演された
話題作。長澤まさみの一人芝居で上演します。

山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート2020ジャズ

大人の楽しみ方27

山下洋輔山下洋輔
Ⓒ Akihiko Sonoda

毎回大好評の世界的なジャズ・ピアニスト山下
洋輔と15人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。結成15年の活動の集
大成となる今回は、新たな演目を加えて特別プ
ログラムをお贈りします。

6月20日（土）18：00開演［大ホール］
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

幸田浩子幸田浩子

沼尻竜典沼尻竜典 栗山昌良栗山昌良

森 麻季森 麻季
Ⓒ Yuji Hori.

7月23日（木・祝）・24日（金・祝）・25日（土）・26日（日）各日14：00開演［中ホール］
S席7,500（7,000）円　A席5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）S・A席3,000円
シアターメイツS・A席1,500円　SS席10,000（9,000）円〈限定40席〉

作曲・台本・指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
原作：「竹取物語」（作者未詳）　演出：栗山昌良
管弦楽：日本センチュリー交響楽団

びわ湖ホール声楽アンサンブル
かぐや姫……幸田浩子*（23・25日）
　　　　　　森 麻季*（24・26日）
翁（おきな）…的場正剛　 媼（おうな）…森 季子
帝……………迎 肇聡
石作皇子（いしつくりのみこ）／大将……清水徹太郎
庫持皇子（くらもちのみこ）……………… 五島真澄
阿倍御主人（あべのみうし）………………市川敏雅
大伴御行（おおとものみゆき）……………晴 雅彦*
石上麻呂足（いそのかみのまろたり）… 平 欣史
月よりの使者…………………………………船越亜弥

〈キャスト〉

*客演

びわ湖ホール オペラへの招待

びわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典が自ら台本と作曲を手
掛け、2015年びわ湖ホールでの国内初の舞台上演で好評
を博した『竹取物語』を再演します。日本を代表する歌手を客
演に迎え、びわ湖ホール声楽アンサンブルがお届けします。

（日本語上演／日本語・英語字幕付き）
全５景

助成：公益財団法人東急財団

最新情報は、近江の春 びわ湖クラシック音楽祭
https://festival.biwako-hall.or.jp/をご覧ください。

テーマ：「不思議な想いが私を満たす」
　　　　（ベートーヴェン作曲 歌劇『フィデリオ』より）

作：デニス・ケリー　翻訳：小田島創志
演出：蓬莱竜太　出演：長澤まさみ

6月7日（日）13：00開演［中ホール］一般6,000（5,500）円 青少年割引当日券

今月号のおすすめ公演! ４面へ

今月号のおすすめ公演! ４面へ

スライド・モンスターズ室内楽 

出演：スライド・モンスターズ
　　　（中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、マーシャル・ジルクス、ブラント・アテマ）

スライド・モンスターズスライド・モンスターズ
Ⓒ Simon Yu

2018年、デビューツアーで日本を席巻した新感覚ユ
ニットが待望の再来日! クラシックやジャズなど様々な
ジャンルより世界のトップを走るトロンボーン奏者4名が
集結。音楽ジャンルにとらわれない、トロンボーンの可能
性を最大限に拡げた圧巻のステージにご期待ください。

6月28日（日）14：00開演［中ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）１,500円　シアターメイツ750円

7月11日（土）16：00開演・12日（日）14：00開演［新国立劇場］
S席13,200（12,200）円　A席11,000（10,000）円　B席8,800円　C席7,700円
Z席（当日のみ）1,650円

東京公演 新国立劇場地域招聘オペラ公演として、新国立劇場でも『竹取物語』を上演します。

4月25日（土） 4月26日（日）

4月25日（土）・26日（日）
［　　　　　　　  ］びわ湖ホール・ピアザ淡海 ほか

びわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典がプロ
デュースするクラシック音楽の祭典。厳選した一
流アーティストやオーケストラの競演が気軽に
楽しめるほか、滋賀県の伝統芸能や、高校生た
ちが出演するステージなど、びわ湖ホールなら
ではの楽しさ・見どころが満載です。

11：05

15：00

18：25

オープニングコンサート
沼尻竜典（指揮）
日本センチュリー交響楽団　ほか
大植英次（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団
京都橘高等学校吹奏楽部

大ホール

10：00

13：30

17：00

竹澤恭子（ヴァイオリン）
宮田 大（チェロ）
田村 響（ピアノ）
ニキータ・ボリソグレブスキー（ヴァイオリン）
アレクセイ・メリニコフ（ピアノ）
びわ湖ホール四大テノール
植松さやか（ピアノ）

中ホール

10：00

11：05
12：20
14：00

15：00

16：05

17：05
18：05

上野耕平（サクソフォン）
山中惇史（ピアノ）
藤原真理（チェロ）／倉戸テル（ピアノ）
児玉麻里（ピアノ)
田中信昭（指揮）／中嶋 香（ピアノ）
びわ湖ホール声楽アンサンブル
前橋汀子（ヴァイオリン）
田中翔平（ピアノ）
与儀 巧（テノール）／河原忠之（ピアノ）
砂川涼子（ソプラノ）
福川伸陽（ホルン) ／岡田 奏（ピアノ）
黒田 博（バリトン）／河原忠之（ピアノ）

小ホール

10：00

13：00

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
0歳児からのコンサート②
中嶋康子（ソプラノ）
古屋彰久（テノール）
船橋美穂（ピアノ）

ピアザホール

11：05
15：05

19：00

滝川第二高等学校吹奏楽部
歌劇『ジャンニ・スキッキ』（全1幕・演奏会形式）

沼尻竜典／日本センチュリー交響楽団
青山 貴（バリトン）
石橋栄実（ソプラノ）　ほか
大植英次／大阪フィルハーモニー交響楽団
ニキータ・ボリソグレブスキー（ヴァイオリン）

大ホール

10：00

13：00
17：50

京都市交響楽団メンバーによる
京都しんふぉにえった
山本康寛(テノール)
ギータ・クンチャナ〈バリ・ガムラン〉
ドミトリー・シシキン（ピアノ）

中ホール

10：00

11：05

12：05
14：00

15：00
16：30
17：50

辻 彩奈（ヴァイオリン）
太田糸音（ピアノ）
福原寿美枝(メゾソプラノ)
船橋美穂（ピアノ）
舘野 泉（ピアノ）
砂川涼子（ソプラノ）
園田隆一郎（ピアノ）
高木綾子（フルート）
佐藤晴真（チェロ）／武 優(ピアノ）
石橋栄実（ソプラノ）／藤井快哉（ピアノ）

小ホール

10：00

13：00

0歳児からのコンサート③
京都フィルハーモニー室内合奏団
0歳児からのコンサート④
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

［曲目］組曲「山下洋輔トリオ」より
　　　交響曲第9番「新世界より」　ほか

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）

一般4,100（3,600）円　青少年（25歳未満）3,000円各日13：00開始［全て中ホール］

※延期いたします。
　日程は決定次第発表いたします。

※終了しました。



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

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～

声 楽 

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

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
3月28日（土）14：00開演［小ホール］

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します。

［曲目］

指揮：大川修司　ピアノ：渡辺治子
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル

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

レガッタ

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 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

〒520-2531

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

協
　力

お問い合わせ：びわ湖放送株式会社 077-524-0153

S席8,900円　A席7,600円　B席6,300円　SS席12,000円6月21日（日）17：00開演［大ホール］
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ“ザ・コンサート”

※びわ湖ホールチケットセンターでの取扱いはありません。

お問い合わせ：公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団 06-6577-1381

7月12日（日）14：00開演［大ホール］関西フィルハーモニー管弦楽団 びわ湖ホール特別演奏会
S席4,500（4,050）円　A席4,000（3,600）円　B席3,500（3,150）円　学生席（25歳以下）2,000円
※学生席はびわ湖ホールチケットセンターでの取扱はありません。

共
　催

イリーナ・メジューエワ ベートーヴェン ピアノ・ソナタ・ツィクルス2020

お問い合わせ：エラート音楽事務所 075-751-0617

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］
ツィクルス券（4日間8公演）取扱終了　1日券（同日2公演）6,000円　1回券3,500円

 一般3,500円　青少年（25歳未満）1,500円
Erard Concert 青柳いづみこ ピアノ・リサイタル 

エラール　　コ ン サ ート

お問い合わせ：森田ピアノ工房 075-594--2401
7月5日（日）14：00開演［小ホール］

お問い合わせ：シネマ・コンサートの会 090-8194-4804

 一般2,500（2,250）円　当日券2,800円5月8日（金）13：30上映［小ホール］
第12回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール『トスカ』

歌舞伎 松竹大歌舞伎

片岡仁左衛門片岡仁左衛門
Ⓒ 松竹㈱

毎年大好評の松竹大歌舞伎。今回は曽我兄弟の仇討ち
を題材にした舞踊「正札附根元草摺」と歌舞伎の三大名
作の一つに数えられる「義経千本桜」を上演します。　

4月9日（木）14：00開演［中ホール］
S席8,000（7,500）円　A席7,000（6,500）円　青少年（25歳未満）4,000円

しょうふだつきこんげんくさずり

演目：一、正札附根元草摺
　　 二、義経千本桜「木の実」「小金吾討死」「すし屋」
出演：片岡仁左衛門　ほか

演 劇 「ガールズ＆ボーイズ」

講師：横原千史（音楽評論家）　ピアノ：上田明美
［曲目］ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 op.57 「熱情」
　　　　　　　　　　ピアノ・ソナタ 第32番 ハ短調 op.111 上田明美上田明美

アニバーサリー・イヤーの２０２０年。生涯を通じて作曲
し、全３２曲を残したピアノ・ソナタに焦点を当てて、
ベートーヴェン音楽の神髄に迫ります。

ベートーヴェン生誕250年記念

4月5日（日）14：00開演［小ホール］一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円

レクチャーコンサート  ベートーヴェンの究極のソナタ

 

レクチャーでは中期と後期を代表する２曲のピアノ・ソナタ、第23
番《熱情》と第32番を取り上げます。この２曲は作曲者の尋常で
ない苦難を乗り越えて生み出された究極の傑作です。ベートー
ヴェンの苦しみの末に到達した境地は、悩める我々現代人の心
を励まし、必ずや感動を呼び覚ましてくれることでしょう。

横原千史さんより

横原千史

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。5.1ｃｈ
サラウンドによる音響と高精細の映像で、世界
最高峰のオペラをお楽しみください。

メ　 ト

びわ湖リング
完結年関連企画 （日本語字幕付）METライブビューイング

※休憩中は興奮と感動のバックステージ映像や歌手のインタビューも上演します。

〒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/

数々の一流アーティストが演奏してきたびわ湖ホール 
小ホールで、お気に入りの曲を演奏してみませんか？ 
9月21日（月・祝）「アンサンブルの楽しみ」に出演す
る方を募集します。趣味で演奏を楽しむ方、音楽家を
夢見るお子さま、プロの演奏家の方、「音楽」を愛す
る人ならばどなたでもご応募いただけます。詳しくは募
集チラシ、びわ湖ホールホームページをご覧ください。

アンサンブルの楽しみ～演奏家のつどい～ vol.12

お問い合わせ先：びわ湖ホール事業部
　　　　　　　 TEL.077-523-7150（10：00 ～ 17：00、火曜日休館・休日の場合は翌日）
WEBからも申し込みできます

参加費無料! 応募締め切り／ 6月12日（金）当日消印有効

公演延期

昨年の様子

オペラ

イタリア・パレルモ・マッシモ劇場

ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』 オペラ 沼尻竜典 作曲 『竹取物語』沼尻竜典 作曲 『竹取物語』
（イタリア語上演・日本語字幕付）

全４幕
新制作

指揮：アンドレア・バッティストーニ　演出：アンドレア・チーニ
管弦楽・合唱：パレルモ・マッシモ劇場管弦楽団・合唱団

「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」の合唱で有名なヴェルディの名作
『ナブッコ』を超豪華キャストでお贈りします。シチリアの海と太陽に育まれた
イタリア名門歌劇場、3年ぶりの来日公演です。どうぞお楽しみに!

〈フェネーナ〉
ヴェッセリーナ・カサロヴァ

〈フェネーナ〉
ヴェッセリーナ・カサロヴァ

〈イズマエーレ〉
ルーベンス・ペリッツァーリ

〈イズマエーレ〉
ルーベンス・ペリッツァーリ

〈ザッカリア〉
ルーカ・ティットート

〈ザッカリア〉
ルーカ・ティットート

〈ナブッコ〉
アルベルト・ガザーレ

〈ナブッコ〉
アルベルト・ガザーレ

〈アビガイッレ〉
マリア・グレギーナ

〈アビガイッレ〉
マリア・グレギーナ

Ⓒ Petra Stadler

6月27日（土）15：00開演［大ホール］
S席32,000（31,000）円　A席26,000（25,000）円　B席21,000（20,000）円
U30席（30歳以下）6,000円　U24席（24歳以下）4,000円
青少年割引当日券 ※C席・D席・E席・SS席取扱終了

～オペラ・古典芸能・バレエ～初心者向け・トライアングル講座vol.3（全3回）
オペラ・バレエ・古典芸能を一人の講師により横断的に解説し皆様をより幅広い
ジャンルにいざなう講座シリーズの第３弾! 直近の公演の予習としても最適な
内容を予定。３回通し参加がおすすめです。

〈第1回〉オペラ編 　 5月30日（土）　〈第2回〉古典芸能編 7月12日（日）
〈第3回〉バレエ編 　9月13日（日）

青山登志和

講師：青山登志和（元フジテレビ・プロデューサー）
3日とも14：00開講［リハーサル室］
全3回通し券：3,000円　1回券（当日のみ）1,500円（自由席）

新国立劇場2019／2020シーズン演劇

長澤まさみ長澤まさみ蓬莱竜太蓬莱竜太

2018年にロンドンのロイヤルコート劇場で初
演され、翌年にはブロードウェイでも上演された
話題作。長澤まさみの一人芝居で上演します。

山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート2020ジャズ

大人の楽しみ方27

山下洋輔山下洋輔
Ⓒ Akihiko Sonoda

毎回大好評の世界的なジャズ・ピアニスト山下
洋輔と15人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。結成15年の活動の集
大成となる今回は、新たな演目を加えて特別プ
ログラムをお贈りします。

6月20日（土）18：00開演［大ホール］
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

幸田浩子幸田浩子

沼尻竜典沼尻竜典 栗山昌良栗山昌良

森 麻季森 麻季
Ⓒ Yuji Hori.

7月23日（木・祝）・24日（金・祝）・25日（土）・26日（日）各日14：00開演［中ホール］
S席7,500（7,000）円　A席5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）S・A席3,000円
シアターメイツS・A席1,500円　SS席10,000（9,000）円〈限定40席〉

作曲・台本・指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
原作：「竹取物語」（作者未詳）　演出：栗山昌良
管弦楽：日本センチュリー交響楽団

びわ湖ホール声楽アンサンブル
かぐや姫……幸田浩子*（23・25日）
　　　　　　森 麻季*（24・26日）
翁（おきな）…的場正剛　 媼（おうな）…森 季子
帝……………迎 肇聡
石作皇子（いしつくりのみこ）／大将……清水徹太郎
庫持皇子（くらもちのみこ）……………… 五島真澄
阿倍御主人（あべのみうし）………………市川敏雅
大伴御行（おおとものみゆき）……………晴 雅彦*
石上麻呂足（いそのかみのまろたり）… 平 欣史
月よりの使者…………………………………船越亜弥

〈キャスト〉

*客演

びわ湖ホール オペラへの招待

びわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典が自ら台本と作曲を手
掛け、2015年びわ湖ホールでの国内初の舞台上演で好評
を博した『竹取物語』を再演します。日本を代表する歌手を客
演に迎え、びわ湖ホール声楽アンサンブルがお届けします。

（日本語上演／日本語・英語字幕付き）
全５景

助成：公益財団法人東急財団

最新情報は、近江の春 びわ湖クラシック音楽祭
https://festival.biwako-hall.or.jp/をご覧ください。

テーマ：「不思議な想いが私を満たす」
　　　　（ベートーヴェン作曲 歌劇『フィデリオ』より）

作：デニス・ケリー　翻訳：小田島創志
演出：蓬莱竜太　出演：長澤まさみ

6月7日（日）13：00開演［中ホール］一般6,000（5,500）円 青少年割引当日券

今月号のおすすめ公演! ４面へ

今月号のおすすめ公演! ４面へ

スライド・モンスターズ室内楽 

出演：スライド・モンスターズ
　　　（中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、マーシャル・ジルクス、ブラント・アテマ）

スライド・モンスターズスライド・モンスターズ
Ⓒ Simon Yu

2018年、デビューツアーで日本を席巻した新感覚ユ
ニットが待望の再来日! クラシックやジャズなど様々な
ジャンルより世界のトップを走るトロンボーン奏者4名が
集結。音楽ジャンルにとらわれない、トロンボーンの可能
性を最大限に拡げた圧巻のステージにご期待ください。

6月28日（日）14：00開演［中ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）１,500円　シアターメイツ750円

7月11日（土）16：00開演・12日（日）14：00開演［新国立劇場］
S席13,200（12,200）円　A席11,000（10,000）円　B席8,800円　C席7,700円
Z席（当日のみ）1,650円

東京公演 新国立劇場地域招聘オペラ公演として、新国立劇場でも『竹取物語』を上演します。

4月25日（土） 4月26日（日）

4月25日（土）・26日（日）
［　　　　　　　  ］びわ湖ホール・ピアザ淡海 ほか

びわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典がプロ
デュースするクラシック音楽の祭典。厳選した一
流アーティストやオーケストラの競演が気軽に
楽しめるほか、滋賀県の伝統芸能や、高校生た
ちが出演するステージなど、びわ湖ホールなら
ではの楽しさ・見どころが満載です。

11：05

15：00

18：25

オープニングコンサート
沼尻竜典（指揮）
日本センチュリー交響楽団　ほか
大植英次（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団
京都橘高等学校吹奏楽部

大ホール

10：00

13：30

17：00

竹澤恭子（ヴァイオリン）
宮田 大（チェロ）
田村 響（ピアノ）
ニキータ・ボリソグレブスキー（ヴァイオリン）
アレクセイ・メリニコフ（ピアノ）
びわ湖ホール四大テノール
植松さやか（ピアノ）

中ホール

10：00

11：05
12：20
14：00

15：00

16：05

17：05
18：05

上野耕平（サクソフォン）
山中惇史（ピアノ）
藤原真理（チェロ）／倉戸テル（ピアノ）
児玉麻里（ピアノ)
田中信昭（指揮）／中嶋 香（ピアノ）
びわ湖ホール声楽アンサンブル
前橋汀子（ヴァイオリン）
田中翔平（ピアノ）
与儀 巧（テノール）／河原忠之（ピアノ）
砂川涼子（ソプラノ）
福川伸陽（ホルン) ／岡田 奏（ピアノ）
黒田 博（バリトン）／河原忠之（ピアノ）

小ホール

10：00

13：00

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
0歳児からのコンサート②
中嶋康子（ソプラノ）
古屋彰久（テノール）
船橋美穂（ピアノ）

ピアザホール

11：05
15：05

19：00

滝川第二高等学校吹奏楽部
歌劇『ジャンニ・スキッキ』（全1幕・演奏会形式）

沼尻竜典／日本センチュリー交響楽団
青山 貴（バリトン）
石橋栄実（ソプラノ）　ほか
大植英次／大阪フィルハーモニー交響楽団
ニキータ・ボリソグレブスキー（ヴァイオリン）

大ホール

10：00

13：00
17：50

京都市交響楽団メンバーによる
京都しんふぉにえった
山本康寛(テノール)
ギータ・クンチャナ〈バリ・ガムラン〉
ドミトリー・シシキン（ピアノ）

中ホール

10：00

11：05

12：05
14：00

15：00
16：30
17：50

辻 彩奈（ヴァイオリン）
太田糸音（ピアノ）
福原寿美枝(メゾソプラノ)
船橋美穂（ピアノ）
舘野 泉（ピアノ）
砂川涼子（ソプラノ）
園田隆一郎（ピアノ）
高木綾子（フルート）
佐藤晴真（チェロ）／武 優(ピアノ）
石橋栄実（ソプラノ）／藤井快哉（ピアノ）

小ホール

10：00

13：00

0歳児からのコンサート③
京都フィルハーモニー室内合奏団
0歳児からのコンサート④
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

［曲目］組曲「山下洋輔トリオ」より
　　　交響曲第9番「新世界より」　ほか

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）

一般4,100（3,600）円　青少年（25歳未満）3,000円各日13：00開始［全て中ホール］

※延期いたします。
　日程は決定次第発表いたします。

※終了しました。
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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

Beethoven

250th

期待に応えた少年時代
1770年、ドイツのボンに生まれたベートーヴェン。父親から厳しい英才
教育を受け、7歳で演奏会を開催。その後、ハイドンに弟子入りし、音楽
の都・ウィーンへ。ピアノの即興演奏の名手として高い評価を得ます。

難聴に苦悩しながらも、作曲家として大成
精力的な音楽活動の裏で、20代後半頃から難聴に悩まされるよう
に。作曲専業の音楽家として歩みを進めることを決意し、「英雄」

「運命」「田園」など、後の作曲家に絶大な影響を与えることとなる

ベートーヴェンってどんな人？

室内楽への招待〈ベートーヴェン生誕250周年〉

これであなたもベートーヴェン通？！　おすすめ公演Pick up!

交響曲の数々、ピアノソナタや、唯一のオペラ『フィデリオ』など
次々に作品を発表しました。

「第九」の完成
晩年、ベートーヴェンは耳がほとんど聴こえなくなり、体調も悪
化。加えて甥のカールとの対立が私生活に暗い影を落とします。
その一方で、「交響曲第9番」の作曲に尽力し、「合唱付き」の壮
大なコンサートで成功を収め、1827年、56歳の若さでこの世を
去りました。ベートーヴェン

びわ湖ホールでアニバーサリーイヤーを堪能しよう!

ベートーヴェンが生涯にわたって書き残した32曲
のピアノ・ソナタ。ベートーヴェン研究家の横原千
史を講師に迎え、上田明美によるピアノ演奏とと
もにその魅力に迫ります。

出演：横原千史（音楽評論家）、上田明美（ピアノ）
［曲目］

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番 op.57「熱情」
　　　　　　　　　　　　　　32番 op.111

横原千史 上田明美

ベートーヴェン生誕250周年　レクチャーコンサート
ベートーヴェンの究極のソナタ

　

ミロ・クァルテット（弦楽四重奏）
　

4月5日（日）14：00開演［小ホール］

11月1日（日）14：00開演［小ホール］

世界的なジャズ・ピアニスト山下洋輔と15人の凄腕
ミュージシャンたちによる特別編成のビッグバンド。
ベートーヴェンの名曲をアレンジした特別プログラ
ムをお贈りします。

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

［曲目］ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」　ほか

大人の楽しみ方27
山下洋輔スペシャル・ビッグバンド

　

6月20日（土）18：00開演［大ホール］

ベートーヴェン生誕250周年
「ジャジャジャジャーン!」（交響曲第5番「運命」）でおなじみの作曲家・ベートーヴェン。革新的な発想で、現在につながるクラ
シック音楽の礎を築きました。そして今年2020年は、生誕250年にあたります。びわ湖ホールでも今年はベートーヴェンの音楽
をたくさんお届けします。コンサートに出かけて、アニバーサリーイヤーを楽しんでみてはいかがでしょうか？

芸術の秋にはオール・ベートーヴェン・プログラムのコンサートを開催。
ベートヴェンの室内楽曲の魅力にどっぷりと浸かってみては？

※一般発売 8月8日（土）、友の会優先発売 8月6日（木）

出演：ミロ・クァルテット
前橋汀子カルテット（弦楽四重奏）
　

11月21日（土）14：00開演［小ホール］

出演：前橋汀子カルテット
葵トリオ（ピアノ三重奏）

11月22日（日）14：00開演［小ホール］

出演：葵トリオ

山下洋輔
Ⓒ  Jimmy and Dena Katz

チケット発売中! チケット発売中!

わかりやすいトークと演奏。初心者の方にもおすすめです◎ ジャズの名手が奏でるベートーヴェンに期待が高まります。

ダニエル・チン（ヴァイオリン）
ウィリアム・フェドケンホイヤー（ヴァイオリン）
ジョン・ラジェス（ヴィオラ）
ジョシュア・ジンデル（チェロ）

前橋汀子（ヴァイオリン）
久保田 巧（ヴァイオリン）
川本嘉子（ヴィオラ）、原田禎夫（チェロ）

小川響子（ヴァイオリン）、伊東 裕（チェロ）
秋元孝介（ピアノ）

［曲目］ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第12番 変ホ長調op.127
弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調「大フーガ」付き op.130

［曲目］ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第4番 ハ短調 op.18-4
弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調 op.95「セリオーソ」　
弦楽四重奏曲第15番 イ短調 op.132

［曲目］ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4番 変ロ長調 op. 11 「街の歌」
ピアノ三重奏曲第2番 ト長調 op. 1-2
ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 op. 97 「大公」

一般4,500（4,000）円　青少年2,500円 一般4,500（4,000）円　青少年2,500円 一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円 


