
掲載内容は、5月8日（金）現在の情報です。
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。

4月10日付けで示された滋賀県の「公の施設およびイベント等における新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる方
針」を受けて、びわ湖ホールは、5月31日（日）まで休館します。また、びわ湖ホールチケットセンターは、窓口業
務を休止し、電話受付時間を短縮（10：00～17：00）させていただくことといたしました。6月1日（月）以降の
対応につきましては、決定次第ウェブページ等でお知らせいたします。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
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～重要なお知らせ～

主催公演等の開催状況一覧（8月末まで）
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮し、公演中止または延期や、
チケット発売延期とさせていただいた主催・共催・協力公演がございます。
公演を楽しみにされていましたお客様にはご迷惑をお掛けすることになり、
誠に申し訳ございません。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
※ご購入いただいたチケットの払い戻し手続き等については、びわ湖ホールウェブ

ページをご覧ください。
※一部公演の払い戻し受付期間につきましては、当初お知らせした日程よりも1か月

程度延長しております。

2/29㈯ 『神々の黄昏』関連企画 METライブビューイング
リング・ツィクルス『ワルキューレ』 5/31㈰まで※振替日未定のため、払戻しの

　手続きをお願いします。

公演延期

※振替公演：
　2020年12月11日(金)

公演延期

※振替日未定のため、払戻しの
　手続きをお願いします。

公演延期

※振替日未定
公演延期

※振替公演：
　2020年9月18日(金)

※V & VI（9/26㈯）、VII & VIII（11/7㈯）、
　I & IIの振替公演（2021/3/20㈯）も中止になりました。

公演延期

3/1㈰ 『神々の黄昏』関連企画 METライブビューイング
リング・ツィクルス『ジークフリート』 5/31㈰まで※振替日未定のため、払戻しの

　手続きをお願いします。

公演延期

公演日 対 応 払戻し受付期限公演名

3/14㈯ 舞台技術研修成果発表ミュージカル
『長靴をはいた猫』

5/31㈰まで

3/7㈯
3/8㈰ プロデュースオペラ『神々の黄昏』 5/31㈰まで公演中止

公演中止

3/28㈯ 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～ 5/31㈰まで公演中止

4/18㈯
（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 Ⅰ ＆ Ⅱ 7/31㈮まで

4/4㈯ 『神々の黄昏』関連企画 METライブビューイング
リング・ツィクルス『神々の黄昏』 5/31㈰まで

4/5㈰ ベートーヴェン生誕250年記念 レクチャーコンサート
ベートーヴェンの究極のソナタ 5/31㈰まで

5/30㈯
7/12㈰
9/13㈰

～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) 6/29㈪まで全講座中止

4/25㈯
4/26㈰ 近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2020 6/29㈪まで全公演中止

3/21㈯ 野村万作・野村萬斎狂言公演 5/31㈰まで公演中止

3/22㈰ 子どものための管弦楽教室 第16回 5/31㈰まで

5/8㈮ （協力）第12回シネマ・コンサートの会
in びわ湖ホール『トスカ』 6/29㈪まで

公演中止

全公演（4日間8公演）中止

4/9㈭ 松竹大歌舞伎 5/31㈰まで公演中止

公演日 対 応 払戻し受付期限公演名

6/20㈯ 山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート
2020 7/31㈮まで※振替公演：

　2021年2月12日㈮

公演延期

7/23
(木・祝)
7/24
(金・祝)
7/25㈯
7/26㈰

びわ湖ホールオペラへの招待
沼尻竜典作曲 『竹取物語』

（会場：びわ湖ホール）
7/31㈮まで公演中止

6/21㈰ （協力）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”

─公演中止

7/11㈯
7/12㈰

新国立劇場地域招聘オペラ公演
沼尻竜典作曲 『竹取物語』（会場：東京 新国立劇場） 公演中止

8/4㈫
8/5㈬
8/6㈭

沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅥ
～『ヘンゼルとグレーテル』指揮法～ ─発売延期

6/7㈰ 新国立劇場　演劇「ガールズ＆ボーイズ」 7/31㈮まで公演中止

6/28㈰ スライド・モンスターズ ─発売中

7/18㈯ 藤木大地カウンターテナー・リサイタル ─発売中

8/10
(月・祝) びわ湖ホール声楽アンサンブル　美しい日本の歌 ─発売中

8/2㈰ キッズ・プログラム「二分間の冒険」 ─公演中止

8/23㈰ 沼尻竜典×京都市交響楽団 マーラー「巨人」 ─発売延期

8/29㈯ 山崎美奈ソプラノ・コンサート ─公演中止

8/30㈰（共催）滋賀洋舞協会 創立20周年記念公演 ─

8/30㈰
8/31㈪ イタリア声楽曲研修Ⅲ ─公演中止

6/13㈯ びわ湖ホール音楽会へ出かけよう！ ─公演中止

6/27㈯ パレルモ・マッシモ劇場
ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』

7/31㈮まで

7/31㈮まで

公演中止

公演中止7/5㈰ （共催）エラールコンサート
青柳いづみこ　ピアノリサイタル

7/31㈮まで

7/12㈰ （共催）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 ─発売中

6/6㈯ （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 Ⅲ ＆ Ⅳ 7/31㈮まで全公演（4日間8公演）中止



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
協
　力

前売4,000円　当日4,500円　学生2,500円　VIP席7,000円　※VIP席のみ指定席

お問い合わせ：トリオエリップスジャパンツアー trioellipses@gmail.com

10月31日（土）14：00開演［小ホール］トリオ エリップス ピアノ三重奏

※学生・VIP席はびわ湖ホールでのチケット取り扱いはありません。

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、びわ湖ホールウェブ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

昨年の様子

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（電話のみ）

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
※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。
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” 公演中止

びわ湖ホール声楽アンサンブル
美しい日本の歌

声 楽 

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。

お家で気軽に舞台芸術を楽しめるよう「びわ湖ホール四大テ
ノール 東京公演」のＤＶＤ映像を一部抜粋し、無料で配信して
います。明るい太陽のような歌声をご自宅でお楽しみください!
■ 配信映像
びわ湖ホール四大テノール東京公演ＤＶＤ（2018年3月11日東京文化会館小ホールにて収録）
出演：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）
時間：54分（本編98分のうち）
※本映像は2020年1月5日にびわ湖ホールより発売されたＤＶＤより一部抜粋して配信します。
　ＤＶＤは、びわ湖ホール2階情報サロン（5月31日まで休業中）にて販売しています。
■ 配信サイト
YouTube びわ湖ホールチャンネル URL https://youtu.be/ELbunTaQj_w

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

びわ湖ホール四大テノール

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］

コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮し、前後左右のお席を
1席ずつ空けて販売しております。ご理解、ご協力をお願いいたします。

びわ湖ホール四大テノールの
コンサート映像を無料配信中!

藤木大地 カウンターテナー・リサイタル声 楽 

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。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。
出演：藤木大地（カウンターテナー）、加藤昌則（ピアノ）

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］

びわ湖の午後56

~客席について~

〒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/

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 な々ジャンルよ
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

近日チケット発売を予定しておりました以下の公演につきまして、発売日を延期させていただきます。発売日未定の公演につきましては、決定次第、ウェブ
ページにてお知らせいたします。

振替公演

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

9月18日（金）18：30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

びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバーで、びわ湖ホール四大
テノールとしても活躍されていた二塚直紀さんが、4月23日の午後、心筋
梗塞の為、ご逝去されました。ご生前の輝かしい歌声を偲び、謹んで故
人のご冥福をお祈りいたします。

二塚直紀さんを偲んで

※４月５日（日）に開催予定であった公演の振替公演です。４月５日（日）のチケットをお持ちの方は、
そのまま９月１８日（金）公演にご入場いただけます。

発売日は、決定次第、ウェブページでお知らせいたします。
発売日延期

オーケストラ 沼尻竜典 × 京都市交響楽団 マーラー「巨人」沼尻竜典 × 京都市交響楽団 マーラー「巨人」
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」をお贈りします。どうぞご期待ください。

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」

8月23日（日）14：00開演［大ホール］ 沼尻竜典
Ⓒ RYOICHI ARATANI

沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅥ ～『ヘンゼルとグレーテル』指揮法～ 沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅥ ～『ヘンゼルとグレーテル』指揮法～ 
若杉・長野音楽基金

芸術文化振興基金助成事業

沼尻芸術監督が講師を務めるオペラ指揮に特化したセミ
ナーを実施します。今年度はフンパーディンク作曲『ヘンゼ
ルとグレーテル』を題材に、全国から募集した受講生の指導
の様子を広く一般に公開し、ともに学ぶ機会を提供します。
講師：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
管弦楽：大阪交響楽団　ピアノ：平塚洋子、湯浅加奈子
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー　ほか

8月4日（火）13：00～18：00 2台のピアノを用いて、楽曲分析や指揮法等

受講生によるオーケストラ演習8月5日（水）13：00～17：00
受講生によるオーケストラ演習／
受講生による演奏会

8月6日（木）11：00～17：00
［大ホール］

昨年の様子

〈3日通し券〉一般5,000円　U30（30歳以下）2,500円
〈1 日 券〉一般2,000円　U30（30歳以下）1,000円　※全席自由席

「若い音楽家が将来羽ばたくために活用を」と若杉 弘びわ湖ホール初代芸術監督（指揮者）の夫人、長野羊奈子様
（声楽家）より、びわ湖ホールに遺贈された〈若杉・長野音楽基金〉を事業費の一部として活用し、セミナーを開催します。

若杉・長野音楽基金

沼尻竜典の指導を受け、プロの管弦楽、歌手たちを前に、フンパーディンク作曲『ヘンゼルとグレー
テル』を指揮していただく受講生を募集しています。
応募資格・応募方法等、詳しくはホームページまたはチラシをご覧ください。

受講生募集中! 5月31日（日）締切 締切延長

共
　催

7月12日（日）14：00開演［大ホール］

お問い合わせ：関西フィルハーモニー管弦楽団 06-6577-1381

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。

 一般3,500円　青少年（25歳未満）1,500円
Erard Concert2020 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：エラート音楽事務所 075-594-2401

7月5日（日）14：00開演［小ホール］

※2021年3月20日（土）に予定していた、4月18日（土）の振替公演も中止。

全公演中止イリーナ・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

公演中止

8月30日（日）15：00開演［大ホール］
お問い合わせ：滋賀洋舞協会 077-516-1884

滋賀洋舞協会創立20周年記念公演 公演延期
前売2,500円　当日3,000円　※全席自由席

10月3日（土）15：00開演［大ホール］

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス 06-6848-3311

日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演vol.13

※友の会優先発売7月3日（金）、一般発売7月6日（月）　※当初発売日より延期いたしました。
S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500円

2020年3月7日（土）・8日（日）無観客上演、同時に無料ライブストリーミング
配信をおこない、SNS上でも話題となった〈びわ湖リング〉最終作。その模様を
複数台の超高精細カメラで収録したBlu-rayにてお届けします。びわ湖ホール
芸術監督 沼尻竜典と国内外から集結したトップアーティストによる感動の演
奏、楽譜を忠実に再現した幻想的で美しい演出、４年にわたる〈びわ湖リング〉
の総決算ともいえる舞台をお楽しみください!

当初、DVDとして発売を予定しておりましたが、映像を多用した美しい舞台を可能な限り忠実に
皆様にお届けするために、より高画質の映像を収録できるBlu-ray Discでの販売となりました。
当初の予定から変更となりましたことをお詫び申し上げますとともに、ご了承いただきますよう
お願い申し上げます。

お
詫
び

Blu-ray 6月末発売!

びわ湖ホール プロデュースオペラ ワーグナー作曲〈ニーベルングの指環〉第3日

3月7日版／3月8日版　各10,000円（税込・送料無料）

先行予約 6月20日（土）10：00～ インターネット・電話のみ

一般発売 6月27日（土）10：00～ インターネット・電話・窓口

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）

『神々の黄昏』（ドイツ語上演）　
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　合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル、新国立劇場合唱団
収録日：2020年3月7日（土）または8日（日）　収録場所：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール　
字幕：本映像には日本語字幕があらかじめ収録されています。字幕表示の切り替えはできません。
製作・販売：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

チケット発売日延期のお知らせ

Blu-ray 7日版・8日版 各組を販売！

■お問い合わせ
　びわ湖ホール チケットセンター TEL.077-523-7136（10：00 ～17：00 ／火曜休業※休日の場合は翌日）
　https://www.biwako-hall.or.jp/

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

※5月24日㈰に一般発売を予定しておりました、以下の公演・講座は中止になりました。
　・11月28日㈯・29日㈰ 沼尻竜典オペラセレクション NISSAY OPERA 2020　
　　　　　　　　　　  ロッシーニ作曲 歌劇『セビリアの理髪師』
　・9月22日（火・祝） オペラ講座『セビリアの理髪師』

公演日 当初発売予定日 発売日公演名

9/6㈰
魔法のピアノ
～田中正也と巡る60分世界音楽紀行～ 未定友の会優先発売6/12㈮

一般発売6/14㈰

9/12㈯
びわ湖ホール声楽アンサンブル
第71回定期公演 未定友の会優先発売5/28㈭

一般発売5/30㈯

10/3㈯
（共催）日本センチュリー交響楽団
びわ湖定期公演vol.13

友の会優先発売6/12㈮
一般発売6/14㈰

友の会優先発売7/3㈮
一般発売7/6㈪

10/4㈰ 野村万作・野村萬斎狂言公演 友の会優先発売5/28㈭
一般発売5/30㈯ 未定

10/17㈯ 古楽器アンサンブル《アントネッロ》
「モンセラートの朱い本」

友の会優先発売6/12㈮
一般発売6/14㈰ 未定

公演日 当初発売予定日 発売日公演名

10/24㈯ 村治佳織 ギター・リサイタル 未定友の会優先発売6/12㈮
一般発売6/14㈰

11/14㈯
（共催）イタリア・バーリ歌劇場
ヴェルディ作曲 歌劇『アイーダ』 未定友の会優先発売5/29㈮

一般発売5/31㈰

11/23
（月・祝） ボリショイ・バレエ「スパルタクス」 友の会優先発売6/4㈭

一般発売6/6㈯
未定

＃おうちで過ごそう
＃StayHome

6月１日（月）10：00まで！

7/2（木） 友の会優先発売　7/4（土） 一般発売

※ネット購入の場合は、あらかじめ「びわ湖ホールネットチケット」へのユーザー登録が必要です。



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
協
　力

前売4,000円　当日4,500円　学生2,500円　VIP席7,000円　※VIP席のみ指定席

お問い合わせ：トリオエリップスジャパンツアー trioellipses@gmail.com

10月31日（土）14：00開演［小ホール］トリオ エリップス ピアノ三重奏

※学生・VIP席はびわ湖ホールでのチケット取り扱いはありません。

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、びわ湖ホールウェブ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

昨年の様子

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（電話のみ）

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
※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。
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” 公演中止

びわ湖ホール声楽アンサンブル
美しい日本の歌

声 楽 

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。

お家で気軽に舞台芸術を楽しめるよう「びわ湖ホール四大テ
ノール 東京公演」のＤＶＤ映像を一部抜粋し、無料で配信して
います。明るい太陽のような歌声をご自宅でお楽しみください!
■ 配信映像
びわ湖ホール四大テノール東京公演ＤＶＤ（2018年3月11日東京文化会館小ホールにて収録）
出演：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）
時間：54分（本編98分のうち）
※本映像は2020年1月5日にびわ湖ホールより発売されたＤＶＤより一部抜粋して配信します。
　ＤＶＤは、びわ湖ホール2階情報サロン（5月31日まで休業中）にて販売しています。
■ 配信サイト
YouTube びわ湖ホールチャンネル URL https://youtu.be/ELbunTaQj_w

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

びわ湖ホール四大テノール

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］

コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮し、前後左右のお席を
1席ずつ空けて販売しております。ご理解、ご協力をお願いいたします。

びわ湖ホール四大テノールの
コンサート映像を無料配信中!

藤木大地 カウンターテナー・リサイタル声 楽 

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。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。
出演：藤木大地（カウンターテナー）、加藤昌則（ピアノ）

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］

びわ湖の午後56

~客席について~

〒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/

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 な々ジャンルよ
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

近日チケット発売を予定しておりました以下の公演につきまして、発売日を延期させていただきます。発売日未定の公演につきましては、決定次第、ウェブ
ページにてお知らせいたします。

振替公演

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

9月18日（金）18：30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

びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバーで、びわ湖ホール四大
テノールとしても活躍されていた二塚直紀さんが、4月23日の午後、心筋
梗塞の為、ご逝去されました。ご生前の輝かしい歌声を偲び、謹んで故
人のご冥福をお祈りいたします。

二塚直紀さんを偲んで

※４月５日（日）に開催予定であった公演の振替公演です。４月５日（日）のチケットをお持ちの方は、
そのまま９月１８日（金）公演にご入場いただけます。

発売日は、決定次第、ウェブページでお知らせいたします。
発売日延期

オーケストラ 沼尻竜典 × 京都市交響楽団 マーラー「巨人」沼尻竜典 × 京都市交響楽団 マーラー「巨人」
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」をお贈りします。どうぞご期待ください。

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」

8月23日（日）14：00開演［大ホール］ 沼尻竜典
Ⓒ RYOICHI ARATANI

沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅥ ～『ヘンゼルとグレーテル』指揮法～ 沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅥ ～『ヘンゼルとグレーテル』指揮法～ 
若杉・長野音楽基金

芸術文化振興基金助成事業

沼尻芸術監督が講師を務めるオペラ指揮に特化したセミ
ナーを実施します。今年度はフンパーディンク作曲『ヘンゼ
ルとグレーテル』を題材に、全国から募集した受講生の指導
の様子を広く一般に公開し、ともに学ぶ機会を提供します。
講師：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
管弦楽：大阪交響楽団　ピアノ：平塚洋子、湯浅加奈子
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー　ほか

8月4日（火）13：00～18：00 2台のピアノを用いて、楽曲分析や指揮法等

受講生によるオーケストラ演習8月5日（水）13：00～17：00
受講生によるオーケストラ演習／
受講生による演奏会

8月6日（木）11：00～17：00
［大ホール］

昨年の様子

〈3日通し券〉一般5,000円　U30（30歳以下）2,500円
〈1 日 券〉一般2,000円　U30（30歳以下）1,000円　※全席自由席

「若い音楽家が将来羽ばたくために活用を」と若杉 弘びわ湖ホール初代芸術監督（指揮者）の夫人、長野羊奈子様
（声楽家）より、びわ湖ホールに遺贈された〈若杉・長野音楽基金〉を事業費の一部として活用し、セミナーを開催します。

若杉・長野音楽基金

沼尻竜典の指導を受け、プロの管弦楽、歌手たちを前に、フンパーディンク作曲『ヘンゼルとグレー
テル』を指揮していただく受講生を募集しています。
応募資格・応募方法等、詳しくはホームページまたはチラシをご覧ください。

受講生募集中! 5月31日（日）締切 締切延長

共
　催

7月12日（日）14：00開演［大ホール］

お問い合わせ：関西フィルハーモニー管弦楽団 06-6577-1381

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。

 一般3,500円　青少年（25歳未満）1,500円
Erard Concert2020 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：エラート音楽事務所 075-594-2401

7月5日（日）14：00開演［小ホール］

※2021年3月20日（土）に予定していた、4月18日（土）の振替公演も中止。

全公演中止イリーナ・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

公演中止

8月30日（日）15：00開演［大ホール］
お問い合わせ：滋賀洋舞協会 077-516-1884

滋賀洋舞協会創立20周年記念公演 公演延期
前売2,500円　当日3,000円　※全席自由席

10月3日（土）15：00開演［大ホール］

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス 06-6848-3311

日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演vol.13

※友の会優先発売7月3日（金）、一般発売7月6日（月）　※当初発売日より延期いたしました。
S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500円

2020年3月7日（土）・8日（日）無観客上演、同時に無料ライブストリーミング
配信をおこない、SNS上でも話題となった〈びわ湖リング〉最終作。その模様を
複数台の超高精細カメラで収録したBlu-rayにてお届けします。びわ湖ホール
芸術監督 沼尻竜典と国内外から集結したトップアーティストによる感動の演
奏、楽譜を忠実に再現した幻想的で美しい演出、４年にわたる〈びわ湖リング〉
の総決算ともいえる舞台をお楽しみください!

当初、DVDとして発売を予定しておりましたが、映像を多用した美しい舞台を可能な限り忠実に
皆様にお届けするために、より高画質の映像を収録できるBlu-ray Discでの販売となりました。
当初の予定から変更となりましたことをお詫び申し上げますとともに、ご了承いただきますよう
お願い申し上げます。

お
詫
び

Blu-ray 6月末発売!

びわ湖ホール プロデュースオペラ ワーグナー作曲〈ニーベルングの指環〉第3日

3月7日版／3月8日版　各10,000円（税込・送料無料）

先行予約 6月20日（土）10：00～ インターネット・電話のみ

一般発売 6月27日（土）10：00～ インターネット・電話・窓口

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）

『神々の黄昏』（ドイツ語上演）　
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　合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル、新国立劇場合唱団
収録日：2020年3月7日（土）または8日（日）　収録場所：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール　
字幕：本映像には日本語字幕があらかじめ収録されています。字幕表示の切り替えはできません。
製作・販売：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

チケット発売日延期のお知らせ

Blu-ray 7日版・8日版 各組を販売！

■お問い合わせ
　びわ湖ホール チケットセンター TEL.077-523-7136（10：00 ～17：00 ／火曜休業※休日の場合は翌日）
　https://www.biwako-hall.or.jp/

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

※5月24日㈰に一般発売を予定しておりました、以下の公演・講座は中止になりました。
　・11月28日㈯・29日㈰ 沼尻竜典オペラセレクション NISSAY OPERA 2020　
　　　　　　　　　　  ロッシーニ作曲 歌劇『セビリアの理髪師』
　・9月22日（火・祝） オペラ講座『セビリアの理髪師』

公演日 当初発売予定日 発売日公演名

9/6㈰
魔法のピアノ
～田中正也と巡る60分世界音楽紀行～ 未定友の会優先発売6/12㈮

一般発売6/14㈰

9/12㈯
びわ湖ホール声楽アンサンブル
第71回定期公演 未定友の会優先発売5/28㈭

一般発売5/30㈯

10/3㈯
（共催）日本センチュリー交響楽団
びわ湖定期公演vol.13

友の会優先発売6/12㈮
一般発売6/14㈰

友の会優先発売7/3㈮
一般発売7/6㈪

10/4㈰ 野村万作・野村萬斎狂言公演 友の会優先発売5/28㈭
一般発売5/30㈯ 未定

10/17㈯ 古楽器アンサンブル《アントネッロ》
「モンセラートの朱い本」

友の会優先発売6/12㈮
一般発売6/14㈰ 未定

公演日 当初発売予定日 発売日公演名

10/24㈯ 村治佳織 ギター・リサイタル 未定友の会優先発売6/12㈮
一般発売6/14㈰

11/14㈯
（共催）イタリア・バーリ歌劇場
ヴェルディ作曲 歌劇『アイーダ』 未定友の会優先発売5/29㈮

一般発売5/31㈰

11/23
（月・祝） ボリショイ・バレエ「スパルタクス」 友の会優先発売6/4㈭

一般発売6/6㈯
未定

＃おうちで過ごそう
＃StayHome

6月１日（月）10：00まで！

7/2（木） 友の会優先発売　7/4（土） 一般発売

※ネット購入の場合は、あらかじめ「びわ湖ホールネットチケット」へのユーザー登録が必要です。
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チ ケ ット 購 入 方 法
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

※5月31日（日）まで、お支払方法は「クレジットカード」、受け渡しは「公演当日窓口」のみとさせていただきます。
※6月1日（月）以降の対応につきましては、決定次第ウェブページ等でお知らせいたします。

チケットセンター
TEL.077（523）7136
電話予約

（10：00～17：00／火曜休業※休日の場合は翌日）

Ticket

2階チケットセンター
窓口販売 ※休止中です

〒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）
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

限定イベントにご招待

びわ湖ホールには、子どもたちに舞台芸術の魅力をより身近に感じていただくための会員制度 シアターメイツがあります。
会員特典として、優待公演やイベントもたくさんご用意しております。お得に楽しくびわ湖ホールの舞台芸術を堪能しましょう!

入会費
年会費
無 料 会員大募集!

舞台裏を感じられる稽古見学会などの楽しいシアターメイツ
限定イベントに参加できます。

上質な舞台公演を特別料金で

シアターメイツ優待公演は、
青少年チケット料金の
半額でご覧いただけます。

オペラへの招待 オペレッタ『こうもり』

オペラ稽古見学会近江の春 ワークショップ

イタリア生まれ、日本育ちの中学講師。合唱部の顧問。担当教科は社
会だが、全教科の教員免許を所持。2010年12月1日、京阪電車石山
駅の階段にてびわ湖ホール館長と運命的な出会いを果たし意気投
合。2011年4月よりびわ湖ホールシアターメイツ特別顧問に就任。

会員限定イベントのオペラ稽古見学会に参加してくださったシアターメイツ会員
の皆さんと保護者の方々から、感想をいただきました!
●ふだんなかなか
見れない稽古見学
ができて、とてもた
のしかったです。み
なさんに質問がで
きてよかったです。

（12歳）

●高い歌声がすごく
きれいでした。また
けいこ見学会があっ
たら見に行きたいで
す。本番も楽しみにし
ています。

（9歳）

●間近で見る
ことができて、
迫力に圧倒さ
れました。

（保護者）

●オペラに興味はあった
のですが、なかなか見に
行く機会がありませんで
した。今 回、見る機 会を
作って下さってありがと
うございました。 
 （保護者）

シアターメイツ会員の声

にゃんばら先生とは…？

入会方法

■お問い合わせ
　びわ湖ホールチケットセンター
　TEL：077-523-7136（10：00~17：00／火曜休業※休日の場合は翌日）まで

6歳以上18歳以下の方（※2002年4月以降生まれの方）なら誰でも入会できます。
お申込みはとっても簡単! 次のいずれかの方法でお申し込みください。①イン
ターネット（QRコード）から　②はがきに郵便番号・住所・電話番号・氏名（ふり
がな）・生年月日・性別を書いて「びわ湖ホール シアターメイツ係」宛へ郵送

インターネットでの
ご入会はこちら▶

※チケットセンター窓口での申込みは休止しております（5月31日まで）。

シアターメイツ特別顧問
にゃんばら先生
©飯田佳奈子

▲
ダウンロード・詳細はこちら

おうちで過ごしている皆さん
へ、にゃんばら先生からぬり絵
のプレゼントが届きました。
ご家族やお友達と一緒に遊
んでみてくださいね!

特別企画！！ ぬり絵で遊ぼう

特典特典特典特典

特典特典特典特典

鑑賞中のマナーやびわ湖ホールの舞台・公演につい
てよく知ることができる「劇場マスターブック」一冊
をプレゼントします。

劇場を楽しむための
オリジナルブックをプレゼント

特典特典特典特典

2021年
1/28（木）～31（日）
各日14：00開演［中ホール］

オペラへの招待 モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』（全2幕／日本語上演／日本語字幕付）

シアターメイツ1,000円　一般5,000円　青少年（25歳未満）2,000円

2020年度 優待公演pick up！

名曲コンサート 華麗なるオーケストラの世界vol.3 
ハイドン×モーツァルト×ベートーヴェン　シアターメイツS～B席750円
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

12/6（日）
15：00開演［大ホール］

オーケストラ

野村万作・野村萬斎狂言公演　シアターメイツ2,000円
S席6,500（6,000）円　A席5,500（5,000）円　青少年（25歳未満）4,000円

10/4（日）
①13：00②17：00開演［中ホール］

狂 言

オペラ


