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掲載内容は、8月3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。

9/3（木） 友の会優先発売　9/5（土） 一般発売

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

※枚数を制限してチケットの販売を行います。
※チケット取扱いは、びわ湖ホールチケットセンター、文化産業交流会館窓口のみ。

［曲目］ブラームス：ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 op.8　ほか

10月10日（土）14：00開演［小ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

出演：野村万作、野村萬斎、野村裕基　ほか

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

10月4日（日）
13：00開演／17：00開演［中ホール］
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

郷古 廉×横坂 源×北村朋幹 ピアノ三重奏
びわ湖の午後57

あか
古楽アンサンブル《アントネッロ》
「モンセラートの朱い本」

古楽への招待12

ペーパーカット・写真：今森光彦

野村万作・野村萬斎狂言公演

出演者の詳細は4面へ

8/28（金） 友の会優先発売　8/30（日） 一般発売

8/29（土） 一般発売

人間国宝の野村万作、映画や演劇で
も活躍している野村萬斎による、毎回
大好評の狂言公演をお届けします。

数々のコンクールを席巻し、国内外で活躍する俊英3名で組まれたピアノ三
重奏。ブラームスのピアノ三重奏曲をはじめ、ピアノ・トリオの名曲を奏でます。

アンサンブルの楽しみ～演奏家のつどい～vol.12

9月21日（月・祝）14：00開演［小ホール］
一般500円（自由席）

多くの一流アーティストが名演を繰
り広げてきた小ホールにて、一般公
募で選ばれたバラエティー豊かな出
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です。

［演目］蚊相撲、謀生種、六地蔵
か  ず もう ほうじょうのたね ろく じ ぞう

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

出演：湖南ダンスカンパニー
　　  小室 等（歌・ギター）、坂田 明（サックス）
　　  高良久美子（パーカッション）、谷川賢作（ピアノ）、吉田隆一（サックス）
音楽監修：小室 等　振付・演出：北村成美

10月11日（日）14：00開演［中ホール］
大人1,000円　子ども（4歳～中学生）500円

村治佳織  ギター・リサイタル

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

［曲目］タレガ：アルハンブラの思い出
武満 徹編曲「ギターのための12の歌」よりミッシェル／イエスタデイ
映画『ハウルの動く城』から「人生のメリーゴーランド」　　　ほか

10月24日（土）14：00開演［小ホール］
一般5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

世界的に活躍する日本のトップギタリスト村治佳織が登場。
クラシックギターの名曲や名作シネマのテーマ曲など、多彩
なプログラムでギターの音色を心行くまでご堪能ください。

※小ホールから中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。

出演：古楽アンサンブル《アントネッロ》
　　  濱田芳通（リコーダー／音楽監督）、花井尚美、中山美紀（ソプラノ）、佐藤 拓（テノール）、
　　  天野寿彦（中世フィーデル）、 田島 隆（パーカッション）、 朴 令鈴（オルガネット）

10月17日（土）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

古楽アンサンブル《アントネッロ》が、スペイン東部・
モンセラート修道院に伝わる「モンセラートの朱い本」
による巡礼者の音楽を奏でます。モンセラート修道院
へ参ずる巡礼者たちによって歌い踊られた10曲の
歌謡を含む、宗教的な詩文に民謡や世俗曲を取り入れた素朴で力強い
音楽をお楽しみください。

湖南ダンスカンパニー×糸賀一雄記念賞音楽祭ユニット公演

音と身体で綴る叙情詩「湖」
うみ

県内の知的障がい者や福祉施設の職員らによる
ダンスグループ、湖南ダンスカンパニー。小室 等
ら糸賀一雄記念賞音楽祭ユニットの生演奏に
乗せ、北村成美振付・演出による「湖の三部作」
（2017～ 2019年制作）を一挙上演します。

うみ

助成：令和２年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業

濱田芳通

出演：郷古 廉（ヴァイオリン）、横坂 源（チェロ）、北村朋幹（ピアノ）
ごう こ すなお とも き

～演奏家のつどい～ vol.12アンサンブルの楽しみ

［曲目］高橋宏樹：Amusement Park Suite
　　       （アミューズメントパーク組曲）

Habanero Saxophone Ensemble
豊中市の吹奏楽団のメンバーを中心に2007年
に結成したアンサンブルチームです。「ハバネロ」
のようにホットなサウンドを目指しています。

［曲目］ボリビア・フォルクローレ曲：アイマラ族の祭り
ペルー・フォルクローレ曲：プル・ルナス～ワイアイアイ

［曲目］NHK大河ドラマ『麒麟がくる』より
メインテーマ《Warrior Past》 ほか

グループ名は、駄洒落好きのメンバーが”モー
ツァルト”にかけて考案しました。激しさと躍動感
に満ちた演奏で皆さまに元気をお届けします！

ラ・オロケーナ
ハバネロ              サクソフォン          アンサンブル

様々な楽器・ジャンルを演奏し、200を超えるレ
パートリーがあります。今回はその中から南米
の民族音楽であるフォルクローレを演奏します。

［曲目］C.シュターミッツ：木管四重奏曲 変ホ長調
　　　　　　　op.8-2 第1・3楽章

ダモンネ

d'amonne
医療・福祉の専門職として働く、木管アンサンブルが
大好きなメンバーです。コロナなんかに負けないん
だもんね！みんなで演奏するのが楽しいんだもんね！

［曲目］久石譲：海の見える街（荘田頼編曲）

ゴリゴリコーダー
子どもたちが通う幼稚園のお誕生日会でのサ
プライズ演奏をきっかけに結成。それぞれ多忙
の中でも集中して「ゴリゴリ」練習しています！

［曲目］ゴルターマン：レリジオーソ
J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア

30数年ぶりに大学時代の仲間で結成、これま
でに2回演奏会を開きました。チェロアンサン
ブルの楽しみ（苦しみ）を日々体験中です。

［曲目］スカルラッティ：ソナタ K.32（西垣正信編曲）
カルカッシ：狩

チェロアンサンブル中之島
の お

乃生さとき
今回の最年少。１９世紀ギターが大好き。
皆さんにその音色を届けられることを嬉しく
思っています。

［曲目］小坂明子：あなた

ふく さか つね いちろう

福坂常一郎
今回の最年長！退職後、クラシックや演歌など
ヴァイオリンの音色に合う曲を探して演奏し、楽
しいひとときを過ごしています。

［曲目］
サックス吹きの休日出勤！？
『ミッション：インポッシブル』のテーマ
リバーダンス

演奏会の最後には、プロの奏者による
アンサンブルもお楽しみいただけます♪

8月29日（土）チケット発売

おすすめ公演P ICK  UP

※びわ湖ホールチケットセンター、文化産業交流会館窓口販売のみ

色彩豊かなサウンドと、七変化する演奏スタイルを
モットーに活動するサクソフォン四重奏団Adamが、
司会トークとともに、楽しいステージをお届けします。

アダム

山下友教【ぴーちゃん】（ソプラノ）
太田大地【だいち】（アルト）
野原朝宇【シーサー】（テノール）
奥野祐樹【おっくん】（バリトン）

サクソフォン四重奏 Adam
アダム

ゲストプレーヤー・司会

「アンサンブルの楽しみ」は、公募で選ばれたアーティストによるアットホームな雰囲気のコンサートです。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スタートし、今年で12回目を迎えます。今回は、7歳から80歳までバラエティ豊かな8組の演奏をお届けします！

9月21日（月・祝）１4：00開演［小ホール］一般500円（自由席）※枚数を制限してチケットの販売を行います。

Ⓒ井村重人
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M大津アート合奏団
M OZ ART Ensemble
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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）

Ticket

チケットセンター（2階）
窓口販売
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9/10（木） 友の会優先発売　9/12（土） 一般発売

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］
（協力）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。

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

※友の会優先発売　8月27日（木）　一般発売　8月29日（土）
※セット券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。　※全席自由席

しがぎんホール・コンサートシリーズ2020-21
（協力）Vol.1  オペレッタ「メリー・ウィドウ」ハイライト（日本語上演・演奏会形式）
10月4日（日）14：00開演［小ホール］一般4,000円　学生2,000円

（共催）Vol.2  久末 航　ピアノ・リサイタル
11月27日（金）19：00開演［大ホール］一般3,500（3,000）円　学生2,000円

（協力）Vol.3  ジュスカ・グランペール　スペシャル・ライブ
12月6日（日）14：00開演［小ホール］一般3,500円　学生2,000円

（協力）Vol.4　ベートーヴェン　ピアノ三重奏「大公」
2021年4月2日（金）19：00開演［小ホール］ 一般3,500円　学生2,000円

声 楽 

チ ケット 発  売 中 の 公 演チ ケット 発  売 中 の 公 演

※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。

※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。

代表作『セビリアの理髪師』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～

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
［曲目］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

9月12日（土）
14：00開演［大ホール］

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

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

横原千史

びわ湖ホールで初めての「魔法のピアノ」。今回は“田中正也と巡る60分世界音
楽紀行”と題し、ピアノに翼を与え、国も時代も超えて皆様と自由自在に旅をした
いと思います。15歳でピアノ修行にロシアへ飛び出した私の怪しい日本語も今で
は随分上達し、弾いて語ることがこの上ない喜びとなっております。是非お出か
けください。

田中正也さんよりメッセージをいただきました。

あの美しいびわ湖ホールで演奏させていただけること、今から胸が高鳴ります！
沼尻マエストロが共に考えてくださったプログラム、チェロを初めてお聴きになる
方にも魅力を存分に感じていただけるものとなりました。
生でこそ感じられる音のあたたかさ、呼吸…
耳、そして肌から感じていただけると嬉しいです。
会場にてお待ちしております！

上村文乃さんよりメッセージをいただきました。

※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。

実力派アーティストの演奏による1時間のコンサート。クラシック音楽の楽しさを
満喫できる、文字通り気軽に楽しめる公演をお贈りします。

気軽にクラシックシリーズ

上村文乃

※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
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※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

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。

びわ湖ホール芸術監督 沼尻竜典の指
揮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。

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

大川修司大川修司

びわ湖ホール声楽アンサンブルびわ湖ホール声楽アンサンブル

室内楽 

室内楽 

お問い合わせ：びわ湖大津秋の音楽祭運営協議会事務局（大津市役所 都市魅力づくり推進課） 077-528-2501

11月3日（火・祝）14：00開演［大ホール］
（共催）びわ湖に響け！淀川工科高校吹奏楽部 びわ湖大津秋の音楽祭公演

S席2,000円　A席1,500円　（当日各500円増）
※友の会優先発売　9月11日（金）　一般発売　9月13日（日）

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］
（共催）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

オーケストラ

（日本語字幕付）

METライブビューイング
リング・ツィクルス

2月24日（月・休）　『ラインの黄金』2010-11シーズン（3時間3分）  ※終了しました
10月31日（土）　『ワルキューレ』2010-11シーズン（5時間14分）
11月28日（土）　『ジークフリート』2011-12シーズン（5時間11分）
12月13日（日）　『神々の黄昏』2011-12シーズン（5時間28分）

メトロポリタン歌劇場　撮影：Paul Masck

芸術文化施設が集まるニューヨークのリン
カーン・センターの一角にたたずむ、世界屈指
の歌劇場。世界最大級の劇場でもあり、収容
人数は約4000名、幅・高さ・奥行とも広い舞台
を活かし、壮大な作品を生み出しています。

メトロポリタン歌劇場

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）の残り３作品を振替上映します。
演出家、脚本家、映画監督と様々な
顔を持つルパージュは、テクノロジーを
駆使した独創的なアプローチが賞賛

を集める注目のアーティストです。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

※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映します。

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

※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、びわ湖ホールチケットセン
ターまでお問い合わせください。

公演日 対 応公演名

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

9/22（火・祝） オペラ講座『セビリアの理髪師』 講座中止

9/21（月・祝）
（共催）平和堂財団 芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズ vol.23
～鳩の音楽会2020～
問公益財団法人平和堂財団 0749-23-4575

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」 公演中止

12/4㈮ アヌーナ 発売延期

12/5㈯ （共催）五島記念文化賞オペラ新人賞研修成果発表
山本康寛 テノール・リサイタル 発売延期

2021/
2/11(木・祝)

特別コンサート　フランチェスコ・メーリ
テノール・リサイタル 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

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

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

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

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

※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

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・左ページをご覧ください。

新型コロナウイルス
感染症拡大防止の
ために延期した上
映の振替上映です。

沼尻竜典
Ⓒ RYOICHI ARATANI

振替上映

〒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

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

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/



共
催 

・ 

協
力

9/10（木） 友の会優先発売　9/12（土） 一般発売

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］
（協力）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。

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

※友の会優先発売　8月27日（木）　一般発売　8月29日（土）
※セット券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。　※全席自由席

しがぎんホール・コンサートシリーズ2020-21
（協力）Vol.1  オペレッタ「メリー・ウィドウ」ハイライト（日本語上演・演奏会形式）
10月4日（日）14：00開演［小ホール］一般4,000円　学生2,000円

（共催）Vol.2  久末 航　ピアノ・リサイタル
11月27日（金）19：00開演［大ホール］一般3,500（3,000）円　学生2,000円

（協力）Vol.3  ジュスカ・グランペール　スペシャル・ライブ
12月6日（日）14：00開演［小ホール］一般3,500円　学生2,000円

（協力）Vol.4　ベートーヴェン　ピアノ三重奏「大公」
2021年4月2日（金）19：00開演［小ホール］ 一般3,500円　学生2,000円

声 楽 

チ ケット 発  売 中 の 公 演チ ケット 発  売 中 の 公 演

※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。

※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。

代表作『セビリアの理髪師』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～

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
［曲目］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

9月12日（土）
14：00開演［大ホール］

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

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

横原千史

びわ湖ホールで初めての「魔法のピアノ」。今回は“田中正也と巡る60分世界音
楽紀行”と題し、ピアノに翼を与え、国も時代も超えて皆様と自由自在に旅をした
いと思います。15歳でピアノ修行にロシアへ飛び出した私の怪しい日本語も今で
は随分上達し、弾いて語ることがこの上ない喜びとなっております。是非お出か
けください。

田中正也さんよりメッセージをいただきました。

あの美しいびわ湖ホールで演奏させていただけること、今から胸が高鳴ります！
沼尻マエストロが共に考えてくださったプログラム、チェロを初めてお聴きになる
方にも魅力を存分に感じていただけるものとなりました。
生でこそ感じられる音のあたたかさ、呼吸…
耳、そして肌から感じていただけると嬉しいです。
会場にてお待ちしております！

上村文乃さんよりメッセージをいただきました。

※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。

実力派アーティストの演奏による1時間のコンサート。クラシック音楽の楽しさを
満喫できる、文字通り気軽に楽しめる公演をお贈りします。

気軽にクラシックシリーズ

上村文乃

※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

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。

びわ湖ホール芸術監督 沼尻竜典の指
揮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。

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

大川修司大川修司

びわ湖ホール声楽アンサンブルびわ湖ホール声楽アンサンブル

室内楽 

室内楽 

お問い合わせ：びわ湖大津秋の音楽祭運営協議会事務局（大津市役所 都市魅力づくり推進課） 077-528-2501

11月3日（火・祝）14：00開演［大ホール］
（共催）びわ湖に響け！淀川工科高校吹奏楽部 びわ湖大津秋の音楽祭公演

S席2,000円　A席1,500円　（当日各500円増）
※友の会優先発売　9月11日（金）　一般発売　9月13日（日）

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］
（共催）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

オーケストラ

（日本語字幕付）

METライブビューイング
リング・ツィクルス

2月24日（月・休）　『ラインの黄金』2010-11シーズン（3時間3分）  ※終了しました
10月31日（土）　『ワルキューレ』2010-11シーズン（5時間14分）
11月28日（土）　『ジークフリート』2011-12シーズン（5時間11分）
12月13日（日）　『神々の黄昏』2011-12シーズン（5時間28分）

メトロポリタン歌劇場　撮影：Paul Masck

芸術文化施設が集まるニューヨークのリン
カーン・センターの一角にたたずむ、世界屈指
の歌劇場。世界最大級の劇場でもあり、収容
人数は約4000名、幅・高さ・奥行とも広い舞台
を活かし、壮大な作品を生み出しています。

メトロポリタン歌劇場

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）の残り３作品を振替上映します。
演出家、脚本家、映画監督と様々な
顔を持つルパージュは、テクノロジーを
駆使した独創的なアプローチが賞賛

を集める注目のアーティストです。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

※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映します。

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

※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、びわ湖ホールチケットセン
ターまでお問い合わせください。

公演日 対 応公演名

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

9/22（火・祝） オペラ講座『セビリアの理髪師』 講座中止

9/21（月・祝）
（共催）平和堂財団 芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズ vol.23
～鳩の音楽会2020～
問公益財団法人平和堂財団 0749-23-4575

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」 公演中止

12/4㈮ アヌーナ 発売延期

12/5㈯ （共催）五島記念文化賞オペラ新人賞研修成果発表
山本康寛 テノール・リサイタル 発売延期

2021/
2/11(木・祝)

特別コンサート　フランチェスコ・メーリ
テノール・リサイタル 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

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

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

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

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

※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

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・左ページをご覧ください。

新型コロナウイルス
感染症拡大防止の
ために延期した上
映の振替上映です。

沼尻竜典
Ⓒ RYOICHI ARATANI

振替上映

〒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

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

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/



野村萬斎

北村朋幹
Ⓒ TAKA MAYUMI

横坂 源
Ⓒ ワーナーミュージック・ジャパン

郷古 廉
Ⓒ Hisao Suzuki

野村万作

昨年の様子昨年の様子
村治佳織

Ⓒ Ayako Yamamoto

湖南ダンスカンパニー湖南ダンスカンパニー
Ⓒ 大西暢夫
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公演チケット情報9月

掲載内容は、8月3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。

9/3（木） 友の会優先発売　9/5（土） 一般発売

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

※枚数を制限してチケットの販売を行います。
※チケット取扱いは、びわ湖ホールチケットセンター、文化産業交流会館窓口のみ。

［曲目］ブラームス：ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 op.8　ほか

10月10日（土）14：00開演［小ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

出演：野村万作、野村萬斎、野村裕基　ほか

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

10月4日（日）
13：00開演／17：00開演［中ホール］
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

郷古 廉×横坂 源×北村朋幹 ピアノ三重奏
びわ湖の午後57

あか
古楽アンサンブル《アントネッロ》
「モンセラートの朱い本」

古楽への招待12

ペーパーカット・写真：今森光彦

野村万作・野村萬斎狂言公演

出演者の詳細は4面へ

8/28（金） 友の会優先発売　8/30（日） 一般発売

8/29（土） 一般発売

人間国宝の野村万作、映画や演劇で
も活躍している野村萬斎による、毎回
大好評の狂言公演をお届けします。

数々のコンクールを席巻し、国内外で活躍する俊英3名で組まれたピアノ三
重奏。ブラームスのピアノ三重奏曲をはじめ、ピアノ・トリオの名曲を奏でます。

アンサンブルの楽しみ～演奏家のつどい～vol.12

9月21日（月・祝）14：00開演［小ホール］
一般500円（自由席）

多くの一流アーティストが名演を繰
り広げてきた小ホールにて、一般公
募で選ばれたバラエティー豊かな出
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です。

［演目］蚊相撲、謀生種、六地蔵
か  ず もう ほうじょうのたね ろく じ ぞう

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

出演：湖南ダンスカンパニー
　　  小室 等（歌・ギター）、坂田 明（サックス）
　　  高良久美子（パーカッション）、谷川賢作（ピアノ）、吉田隆一（サックス）
音楽監修：小室 等　振付・演出：北村成美

10月11日（日）14：00開演［中ホール］
大人1,000円　子ども（4歳～中学生）500円

村治佳織  ギター・リサイタル

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

［曲目］タレガ：アルハンブラの思い出
武満 徹編曲「ギターのための12の歌」よりミッシェル／イエスタデイ
映画『ハウルの動く城』から「人生のメリーゴーランド」　　　ほか

10月24日（土）14：00開演［小ホール］
一般5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

世界的に活躍する日本のトップギタリスト村治佳織が登場。
クラシックギターの名曲や名作シネマのテーマ曲など、多彩
なプログラムでギターの音色を心行くまでご堪能ください。

※小ホールから中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。

出演：古楽アンサンブル《アントネッロ》
　　  濱田芳通（リコーダー／音楽監督）、花井尚美、中山美紀（ソプラノ）、佐藤 拓（テノール）、
　　  天野寿彦（中世フィーデル）、 田島 隆（パーカッション）、 朴 令鈴（オルガネット）

10月17日（土）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

古楽アンサンブル《アントネッロ》が、スペイン東部・
モンセラート修道院に伝わる「モンセラートの朱い本」
による巡礼者の音楽を奏でます。モンセラート修道院
へ参ずる巡礼者たちによって歌い踊られた10曲の
歌謡を含む、宗教的な詩文に民謡や世俗曲を取り入れた素朴で力強い
音楽をお楽しみください。

湖南ダンスカンパニー×糸賀一雄記念賞音楽祭ユニット公演

音と身体で綴る叙情詩「湖」
うみ

県内の知的障がい者や福祉施設の職員らによる
ダンスグループ、湖南ダンスカンパニー。小室 等
ら糸賀一雄記念賞音楽祭ユニットの生演奏に
乗せ、北村成美振付・演出による「湖の三部作」
（2017～ 2019年制作）を一挙上演します。

うみ

助成：令和２年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業

濱田芳通

出演：郷古 廉（ヴァイオリン）、横坂 源（チェロ）、北村朋幹（ピアノ）
ごう こ すなお とも き

～演奏家のつどい～ vol.12アンサンブルの楽しみ

［曲目］高橋宏樹：Amusement Park Suite
　　       （アミューズメントパーク組曲）

Habanero Saxophone Ensemble
豊中市の吹奏楽団のメンバーを中心に2007年
に結成したアンサンブルチームです。「ハバネロ」
のようにホットなサウンドを目指しています。

［曲目］ボリビア・フォルクローレ曲：アイマラ族の祭り
ペルー・フォルクローレ曲：プル・ルナス～ワイアイアイ

［曲目］NHK大河ドラマ『麒麟がくる』より
メインテーマ《Warrior Past》 ほか

グループ名は、駄洒落好きのメンバーが”モー
ツァルト”にかけて考案しました。激しさと躍動感
に満ちた演奏で皆さまに元気をお届けします！

ラ・オロケーナ
ハバネロ              サクソフォン          アンサンブル

様々な楽器・ジャンルを演奏し、200を超えるレ
パートリーがあります。今回はその中から南米
の民族音楽であるフォルクローレを演奏します。

［曲目］C.シュターミッツ：木管四重奏曲 変ホ長調
　　　　　　　op.8-2 第1・3楽章

ダモンネ

d'amonne
医療・福祉の専門職として働く、木管アンサンブルが
大好きなメンバーです。コロナなんかに負けないん
だもんね！みんなで演奏するのが楽しいんだもんね！

［曲目］久石譲：海の見える街（荘田頼編曲）

ゴリゴリコーダー
子どもたちが通う幼稚園のお誕生日会でのサ
プライズ演奏をきっかけに結成。それぞれ多忙
の中でも集中して「ゴリゴリ」練習しています！

［曲目］ゴルターマン：レリジオーソ
J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア

30数年ぶりに大学時代の仲間で結成、これま
でに2回演奏会を開きました。チェロアンサン
ブルの楽しみ（苦しみ）を日々体験中です。

［曲目］スカルラッティ：ソナタ K.32（西垣正信編曲）
カルカッシ：狩

チェロアンサンブル中之島
の お

乃生さとき
今回の最年少。１９世紀ギターが大好き。
皆さんにその音色を届けられることを嬉しく
思っています。

［曲目］小坂明子：あなた

ふく さか つね いちろう

福坂常一郎
今回の最年長！退職後、クラシックや演歌など
ヴァイオリンの音色に合う曲を探して演奏し、楽
しいひとときを過ごしています。

［曲目］
サックス吹きの休日出勤！？
『ミッション：インポッシブル』のテーマ
リバーダンス

演奏会の最後には、プロの奏者による
アンサンブルもお楽しみいただけます♪

8月29日（土）チケット発売

おすすめ公演P ICK  UP

※びわ湖ホールチケットセンター、文化産業交流会館窓口販売のみ

色彩豊かなサウンドと、七変化する演奏スタイルを
モットーに活動するサクソフォン四重奏団Adamが、
司会トークとともに、楽しいステージをお届けします。

アダム

山下友教【ぴーちゃん】（ソプラノ）
太田大地【だいち】（アルト）
野原朝宇【シーサー】（テノール）
奥野祐樹【おっくん】（バリトン）

サクソフォン四重奏 Adam
アダム

ゲストプレーヤー・司会

「アンサンブルの楽しみ」は、公募で選ばれたアーティストによるアットホームな雰囲気のコンサートです。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スタートし、今年で12回目を迎えます。今回は、7歳から80歳までバラエティ豊かな8組の演奏をお届けします！

9月21日（月・祝）１4：00開演［小ホール］一般500円（自由席）※枚数を制限してチケットの販売を行います。

Ⓒ井村重人

M大津アート合奏団
M OZ ART EnsembleM OZ ART EnsembleM OZ ART Ensemble

M大津アート合奏団
M OZ ART Ensemble

Stage No.266　2020年8月20日発行
発行・編集 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
〒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）

Ticket

チケットセンター（2階）
窓口販売


