
7/31（金） 友の会優先発売　8/2（日） 一般発売

7/30（木） 友の会優先発売　8/1（土） 一般発売

上村文乃
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掲載内容は、7月6日（月）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。

7/30（木） 友の会優先発売　8/1（土） 一般発売

沼尻×京響のタッグでマーラーシリーズを
開始します。初回は交響曲第４番をお贈
りします。第４楽章ではメゾソプラノが「天
上の生活」を歌います。色彩豊かなメル
ヘンの世界をお楽しみください。
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　独唱：福原寿美枝（メゾソプラノ）

［曲目］マーラー：交響曲 第4番 ト長調「大いなる喜びへの讃歌」
ベートーヴェン／マーラー編：弦楽四重奏曲 第11番「セリオーソ」（弦楽合奏版）

※舞台上の密を避けるために、曲目を交響曲第1番「巨人」および第10番「アダージョ」から変更します。

沼尻竜典 × 京都市交響楽団 マーラー交響曲 第4番

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

※新型コロナウイルスの感染症拡大防止のために中止した第70回定期公演（3月28日）と同内容です。

※公演の様子を収録し、編集した動画の一部を後日配信します。　※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

※小ホールから大ホールに会場を変更して開催いたします。
※当初予定していたセット券の販売はなくなりました。　※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

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

8月23日（日）14：00開演［大ホール］

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

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

［曲目］ラフマニノフ：リラの花
リスト：ラ・カンパネラ
コルンゴルト：「4つの小さな陽気なワルツ」より第2番“マルギット”　ほか

出演：田中正也（ピアノ）

2019年に佐藤卓史とのウルトラ・ピアノデュオで
好評を博した田中正也が繊細かつ大胆なピアノで
魅力あふれる1時間のコンサートをお届けします。

魔法のピアノ
～田中正也と巡る60分世界音楽紀行～

9月6日（日）14：00開演［小ホール］
一般1,000円

田中正也
Ⓒ Shigeto Imura

気軽にクラシック23

※小ホールから大ホールに会場を変更して開催いたします。
※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

［曲目］サン=サーンス：白鳥
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009
黛 敏郎：文楽　ほか

出演：上村文乃（チェロ）
　　  沼尻竜典（ピアノ／びわ湖ホール芸術監督）

次代を担うチェリストが登場。感情豊かに奏でられる
多彩なプログラムをお楽しみください。

9月28日（月）14：00開演［大ホール］
一般1,000円

気軽にクラシック24

新しきチェロの煌めき 上村文乃
かみむら　あやの

ペーパーカット・写真：今森光彦

開催決定! チケット発売中

びわ湖ホール声楽アンサンブル

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一つの顔をご紹介します。

びわ湖ホール声楽アンサンブル 第71回定期公演
オペラ作曲家の横顔～ロッシーニ～

びわ湖ホール声楽アンサンブルが約3か月ぶりに劇場から歌声をお届けします。びわ湖ホール芸術監督 沼尻竜典が厳選し
た日本の合唱曲を、トークを交えてお贈りします。

特別公演 沼尻竜典 日本合唱音楽セレクション ～びわ湖ホール声楽アンサンブルとともに～

［曲目］

指揮：大川修司（びわ湖ホール声楽アンサンブル指揮者）　ピアノ：渡辺治子
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　ピアノ：佐竹裕介　出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル

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

一般3,000（2,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円

9月12日（土）14：00開演［大ホール］

７月２６日（日）14：00開演［大ホール］ 詳細は中面へ



チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演

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

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 昨年の様子

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］

〈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

7/24（金・祝） 友の会優先発売　7/26（日） 一般発売

日本の合唱作品は、びわ湖ホール声楽アン
サンブルが創立以来大切にしてきたレパー
トリーです。特に今回は、日本全国で長年歌
い継がれてきた古典的名曲ばかりを選びま
した。歌詞とメロディの抑揚が一致している
ので、歌っていても聴いていても気持ちの良
い作品ばかりです。

びわ湖ホールらしいこのコンサートにより、私たちも再開への
第一歩を踏み出します。制約の多い中での開催となります
が、会場にいらしたお客様、また配信をご覧の皆さまと、心を
一つにできたらと思います。今後とも応援をよろしくお願いい
たします。

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 叶 匠寿庵 びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

〒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 問 びわ湖ホール チケットセンター TEL.077-523-7136（10：00 ～19：00 ／火曜休館※休日の場合は翌日）

Blu-ray 好評発売中!

2020年3月7日（土）・8日（日）に無観客上演、同時に無料ラ
イブストリーミング配信をおこない、大きな話題となった〈びわ湖
リング〉最終作。その模様をBlu-rayでお届けします!

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）

WEB・電話・窓口にて受付中
※なくなり次第終了します

協
　力

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

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
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。

共
　催

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス 06-6848-3311

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。
10月3日（土）15：00開演［大ホール］
日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演 Vol.13

S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500（2,000）円

急遽 開催決定！！

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

横原千史

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

※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。

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

新型コロナウイルス感染症拡大による厳しい状況の中、世界中で多くの音楽コンテンツが配
信されるなど、新たなコンサートの在り方が模索されています。びわ湖ホール声楽アンサンブルも、
日本のみならず世界中の人々を元気づける新たなコンサートの開催や、オンラインロビーコン
サートの配信、小学校へプレゼントする校歌の音源収録に取り組んでいます。

特別公演 沼尻竜典 日本合唱音楽セレクション ～びわ湖ホール声楽アンサンブルとともに～

びわ湖ホール声楽アンサンブルの今

びわ湖ホール芸術監督・指揮者 沼尻竜典より

監督自らが選曲したプログラム。
その魅力は？

お客様へのメッセージ

昭和53年度のNコン（NHK全国学校音楽コンクール）高校
の部の課題曲として作曲されましたが、大ヒットとなって、「気
球に乗ってどこまでも」と並び、平吉毅州さんの代表作となり
ました。「さあ、両腕を翼に飛び立とう!」という歌詞が、今の
私たちの気持ちにぴったりです。未来へと進む勇気と希望を
与えてくれます。

平吉毅州：ひとつの朝

團 伊玖磨さんは「ぞうさん」のように一般に広く親しまれて
いる童謡から、『夕鶴』のような世界に誇るオペラまで、数
多くの名曲を遺しています。「岬の墓」は壮大な合唱と、そ
れを華やかに彩るピアノが織りなす一大音楽絵巻。聴きご
たえ充分です。

團 伊玖磨：岬の墓

聴きどころをご紹介

びわ湖ホール専属のオペラ歌手。オペラ公演のソリストは
もとより、緻密なアンサンブルで奏でる合唱や宗教曲など幅
広い声楽曲に取り組み、滋賀県内の学校を対象としたコン
サートなど音楽の普及活動にも力を入れています！

■ びわ湖ホール声楽アンサンブル

 

元気に活動しています！

平吉 毅 州：ひとつの朝（片岡 輝 詞）
広 瀬 量平：混声合唱組曲  「海鳥の詩」 （更科源蔵 詩）
　　　　  　１.オロロン鳥　２.エトピリカ　３.海鵜　４.北の海鳥
佐 藤　眞：大地讃頌（大木惇夫 詩）
　　　　　（混声合唱のためのカンタータ「土の歌」より）

前  

半

プログラム

沼尻竜典

Ⓒ RYOICHI ARATANI

県内の小学校へ！ 校歌の音源プレゼント♪
滋賀県内小学校の臨時休校を受けて、予定していた「学校
巡回公演」や、毎年たくさんの児童がびわ湖ホールで本物
の音楽にふれる「びわ湖ホール 音楽会へ出かけよう！（ホー
ルの子事業）」がすべて中止となりました。そこで、希望校に
声楽アンサンブルの歌声で作成した校歌音源をプレゼント
することにしたところ、多数のご応募をいただきました。小
学校のみなさん、お楽しみに！

びわ湖ホール声楽アンサンブルの歌声で、日本の合唱音楽のコン
サートを開催します。芸術監督の沼尻竜典が、希望・勇気・慰めなどを
表現する合唱の名曲を厳選しました。世の中を明るくする演奏、心を
癒す歌声をびわ湖ホールからお届けします。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。
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）
夏の思い出
昭和・平成のヒット曲（「川の流れのように」「上を向いて歩こう」 ほか） 本山秀毅

大ホールでの収録の様子

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］

京都フィルハーモニー室内合奏団

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

オンラインロビーコンサート 無料配信中!
びわ湖ホールYouTube公式アカウン
トにて、びわ湖ホール声楽アンサン
ブルによるロビーコンサートを配信
中です!おうちにいながらびわ湖
ホールにいる気分で、声楽アンサン
ブルの歌声を聴くことができます。
琵琶湖の美しい風景とともにお楽し
みください。

・琵琶湖周航の歌
・『メリーウィドウ』より
  「唇は語らずとも」　ほか
　　　　随時追加配信予定

YouTube視聴は　
こちらから▶

指揮：沼尻竜典　ピアノ：佐竹裕介　出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
７月２６日（日）14：00開演［大ホール］

※公演の様子を収録し、編集した動画の一部を後日配信します。
※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

一般2,000円 　青少年（25歳未満）1,000円

武 満　徹：小さな空（武満 徹 詞）　
三善　晃：混声合唱のための「地球へのバラード」（谷川俊太郎 詩）
　　　　   　Ⅰ.私が歌う理由  Ⅱ.沈黙の名  Ⅲ.鳥  Ⅳ.夕暮  Ⅴ.地球へのピクニック
團 伊玖磨：混声合唱曲「岬の墓」 （堀田善衛 詩）
東海林 修：怪獣のバラード（岡田冨美子 詩）

後  

半

チケット発売中



Stage No.265　2020年7月20日発行
発行・編集 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

主催公演等の開催状況一覧 ※チケット発売中および近日発売の催しにつきましては、表紙・中面をご覧ください。

〒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

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

〈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

チ ケ ット 購 入 方 法

※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）。

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、8/13～18休館。）

Ticket

チケットセンター（2階）
窓口販売

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。

公演日 対 応 払戻し受付期限公演名

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

─11/28㈯
11/29㈰

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』

公演中止

11/23
(月・祝) ボリショイ・バレエ「スパルタクス」 ─発売延期

12/6㈰ 華麗なるオーケストラの世界 Vol.3
鈴木秀美指揮 日本センチュリー交響楽団 ─発売延期

12/4㈮ アヌーナ ─発売延期

─公演延期8/30㈰（共催）滋賀洋舞協会 創立20周年記念公演
問滋賀洋舞協会 077-516-1884

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』
問コンサート・ドアーズ 03-3544-4577

─公演中止

9/21
(月・祝) アンサンブルの楽しみ ─発売延期

9/22
（火・祝） オペラ講座『セビリアの理髪師』 ─講座中止

10/4㈰ 野村万作・野村萬斎狂言公演 ─発売延期

10/10㈯ 郷古 廉 × 横坂 源 × 北村朋幹
ピアノ三重奏 ─発売延期

10/11㈰ 湖南ダンスカンパニー ─発売延期

10/24㈯ 村治佳織 ギター・リサイタル ─発売延期

11/1㈰ ミロ・クァルテット（弦楽四重奏） ─発売延期

11/21㈯ 前橋汀子カルテット（弦楽四重奏） ─発売延期

11/22㈰ 葵トリオ（ピアノ三重奏） ─発売延期

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」 ─発売延期

8/2㈰ キッズ・プログラム「二分間の冒険」 ─公演中止

8/29㈯ 山崎美奈ソプラノ・コンサート ─公演中止

─8/30㈰
8/31㈪ イタリア声楽曲研修Ⅲ 公演中止

公演日 対 応 払戻し受付期限公演名

4/18㈯
6/6㈯
9/26㈯
11/7㈯

（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
問エラート音楽事務所 075-751-0617

7/31㈮まで※4月18日㈯ Ⅰ & Ⅱの振替公演
　2021年3月20日㈯も
　中止になりました。

全公演（4日間8公演）中止

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※振替日：

　2021年2月12日㈮

公演延期

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

※振替日未定
公演延期

２/２９㈯
３/１㈰
４/４㈯

METライヴビューイング
『ワルキューレ』『ジークフリート』『神々の黄昏』 受付終了

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 7/31㈮まで

※振替日未定
公演延期6/28㈰ スライド・モンスターズ 7/31㈮まで

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㈮まで公演中止

7/31㈮まで公演中止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
問エラート音楽事務所 075-751-0617


