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公演チケット情報10月

掲載内容は、9月8日（火）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。

10/1（木） 友の会優先発売　10/3（土） 一般発売

10/9（金） 友の会優先発売　10/11（日） 一般発売

※移動があるため歩きやすい靴でお越しください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため参加人数を減らして開催します。

ペーパーカット・写真：今森光彦

9/25（金） 友の会優先発売　9/27（日） 一般発売

9/26（土） 申込受付開始
びわ湖ホール まるっとステージツアー

11月23日（月・祝）11：00/14：00/16：00（各回約90分）
参加費：500円（税金・保険加入料含む）　※大人・子ども同額
定員：各回30名（先着順）　申込：「びわ湖ホール公式サイト・申込フォーム」または「電話」
　　　　　　　　　　　　（ステージツアー係  077-523-7137  10：00～19：00、火曜休館）

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

名曲コンサート

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

12月6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

2018年第67回ミュンヘン国際音楽コンクー
ルピアノ三重奏部門にて、日本人団体として
初優勝を成し遂げた葵トリオが、「近江の春 
びわ湖クラシック音楽祭2019」に引き続きこ
の秋登場。名曲「大公」を含むプログラムにご期待ください。

毎回大好評の「まるっとステージツアー」を今
年も開催します。めったに立つことのできない
大ホールの舞台。普段は入ることのできない
劇場の裏側。機材のなるほど話やびわ湖
ホールの知られざるエピソードなど、劇場を“ま
るっと”体験できるツアーです。対象は6歳以上。大人も子どもも大歓迎!

助成：コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金

前橋汀子カルテット

びわ湖ホール声楽アンサンブル

前橋汀子カルテット（弦楽四重奏）
室内楽への招待〈ベートーヴェン生誕250年〉

〈ベートーヴェン生誕250年〉

日本を代表するソリストとして長年活躍を続け
てきた前橋汀子が室内楽への新たなる挑戦
として2014年に結成した初の弦楽カルテッ
ト。日本トップクラスの奏者とともに奏でるオー
ル・ベートーヴェン・プログラムは必聴です。

［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 へ短調 op.95 「セリオーソ」
 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 op.132

※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。

11月21日（土）14：00開演［大ホール］
一般4,500（4,000）円　青少年（25歳未満）2,500円

出演：前橋汀子カルテット
 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）

本山秀毅

特別公演  本山秀毅×びわ湖ホール声楽アンサンブル
マタイ受難曲

開催決定！

2019年にバロックチェロの演奏で鮮烈な無伴奏バッハを披露した鈴
木秀美が指揮で初登場します。交響曲の基礎を築いた3作曲家の名
曲を、綿密なアンサンブルに定評のある日本センチュリー交響楽団の演
奏でお贈りします。

［曲目］J.S.バッハ：「マタイ受難曲」BWV244

指揮：鈴木秀美
管弦楽：日本センチュリー交響楽団
［曲目］ハイドン：交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」Hob.I:94

モーツァルト：交響曲 第40番 ト短調 K.550
ベートーヴェン：交響曲 第1番 ハ長調 op.21

※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。

11月14日（土）14：00開演［大ホール］
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

葵トリオ（ピアノ三重奏）
室内楽への招待

［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」

※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。

11月22日（日）14：00開演［大ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

出演：葵トリオ　小川響子（ヴァイオリン）、伊東 裕（チェロ）、 秋元孝介（ピアノ）
11月7日（土）14：00～15：45［小ホール］
講師：本山秀毅　料金：一般1,000円　自由席

関連企画 「マタイ受難曲」レクチャー
演奏会に先立ち、バッハ演奏の第一人者である指揮の本山秀毅が、楽曲を
分かりやすく解説します。バッハの深遠な表現を紐解いて、共感することによ
り、鑑賞とあわせて心に残る公演となることでしょう。

※枚数を制限してチケットの販売を行います。

J.S.バッハ畢生の大作「マタイ受難曲」の上演が決定し
ました！びわ湖ホール声楽アンサンブルと、本山秀毅の
指揮でお届けします。新型コロナウイルス感染症拡大防
止策として、少人数編成でお贈りします。舞台上の3密
を避けるだけでなく、少数精鋭により実現される緻密で
研ぎ澄まされたアンサンブルをお楽しみください。

ひっせい

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）　福音史家：清水徹太郎*
イエス：津國直樹*　独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
児童合唱：大津児童合唱団
管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

湖南ダンスカンパニーって？
滋賀県の主に湖南圏域に在住している、障がいのある人とプロのダンサー、さらには福
祉施設のスタッフ等で構成されたダンスチーム。日本を代表するダンサー・振付家であ
る北村成美による振付・演出で、数々の演目を発表。近隣施設でのワークショップなどを
行うほか、2017年10月フランス・ナント市、翌2018年にはパリでの公演を成功させる
など、活躍の場を広げています。

過去作品を「湖の三部作」として一挙上演！
うみ

うみのトリックスター（2017年）
photo by 大西暢夫

うみのはもん（2019年）
photo by 大西暢夫

うみのはた（2018年）
photo by 大西暢夫

湖や水面をイメージした衣裳
色やデザインは様々

のびのびと力強い
パフォーマンス

ダンサーの動きに合わせ、
即興で音楽を紡ぎます

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」

うみうみうみ
助成：令和２年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業

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※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

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

滋賀県湖南地域に住む障がいのある人と福祉施設のスタッフ、プロのダンサーが所属するパフォーマー集団、湖南ダンスカンパニー。
初のびわ湖ホール公演への歩みをご紹介します。
滋賀県湖南地域に住む障がいのある人と福祉施設のスタッフ、プロのダンサーが所属するパフォーマー集団、湖南ダンスカンパニー。
初のびわ湖ホール公演への歩みをご紹介します。

小室 等監修の生演奏とともに
こ     むろ     ひとし

日本を代表するフォークシンガー 小室 等をはじめとする豪華共演者による音楽ユニッ
ト「糸賀一雄記念賞音楽祭ユニット」が生演奏をお届けします。これまでにもカンパニー
と共演を重ねてきたミュージシャンによる息の合ったセッションをお楽しみください。

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）

ダンサー・振付家の北村成美さんより
公演によせて

©Nobuo Onishi

北村成美

ダンサーである私がダンサーである彼らと運命的に巡り逢
い、共鳴し踊り続けて16年。日々の営みから生まれる動き
を何一つ矯正せず、全てを肯定し共存できるようデザイン
するために、舞台には様々な情景を設定します。とくに近年
は私たちにとって希望の象徴である「湖」の世界を、音楽家
のみなさまと協働して創ってきました。
突如、目に見えない強敵の出現に私たちは自由に会うこと
さえ出来なくなりました。しかしそのおかげで、抑えられて
きた魂が弾けるように、かつて見たこともない鮮やかなダンスが躍動しています。彼
らは決して折れないしなやかさで、どんな苦境も笑いながらダンスに塗り替えてしま
うのです。この身体と音楽こそ、時代を生き抜く武器であると言わんばかりに。

8月には、久しぶりにダンサー、ミュージシャン、スタッフが顔を合わせ、感染症
拡大予防徹底のもと、稽古を行いました。その様子を少しご紹介します。稽古場

より

大きな布は何に
使うのでしょうか…？

その人の個性や習慣、
ついはみ出してしまう行動
すべてをダンスとして肯定
１年かけて1本の
ダンスを制作します

Stage No.267　2020年9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。
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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・窓口のみ）。

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



（日本語字幕付）

METライブビューイング
リング・ツィクルス

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。

各日13：00上映［全て中ホール］
一般4,100（3,600）円　青少年（25歳未満）3,000円 ※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

振替上映

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）

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。

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

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。

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

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 公演中止

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

12/12㈯ （共催）KEIBUN第九2020演奏会
問しがぎん経済文化センター 077-526-0011 公演中止

12/31㈭
びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2020-2021
※今年度のジルヴェスター合唱団・ファンファーレ隊の
　募集はありません。

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

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） 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

10/31㈯ （協力）トリオエリップス ピアノ三重奏
問トリオエリップスジャパンツアー trioellipses@gmail.com 公演中止

2021/
1/28㈭
29㈮
30㈯
31㈰

オペラへの招待
モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』 発売延期

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。

室内楽 

室内楽 

ダンス

上村文乃

※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）

次世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
室内楽 

新しきチェロの煌めき
上村文乃
かみ  むら あや   の

沼尻竜典
Ⓒ RYOICHI ARATANI

狂　言 野村万作・野村萬斎 狂言公演

野村萬斎野村万作

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

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。

［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

村治佳織
Ⓒ Ayako Yamamoto

村治佳織  ギター・リサイタル

［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］

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。

湖南ダンスカンパニー湖南ダンスカンパニー
Ⓒ 大西暢夫出演：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

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。
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

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

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

※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。

濱田芳通

びわ湖の午後57
室内楽 

郷古 廉×横坂 源×北村朋幹
ピアノ三重奏

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

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

［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

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。
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 げん とも き

今月号のおすすめ公演！ 詳細は4面へ

共
催 

・ 

協
力
公
演

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2,800円）
12月11日（金）13：30上映［小ホール］
（協力）第12回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール　オペラ映画『トスカ』上映会

※友の会優先発売　9月25日（金）　一般発売　9月27日（日）
※5月8日（金）に開催予定であった上映会の振替公演です。5月8日（金）のチケットをお持ちの方は、
　そのまま12月11日（金）の上映会にご入場いただけます。

お問い合わせ：ABCチケットインフォメーション　06-6453-6000

S席10,000（9,500）円　A席8,000円　B席6,000円
12月16日（水）19：00開演［大ホール］
（協力）辻井伸行 ショパン・リサイタル2020《オール・ショパン・プログラム》

※友の会優先発売　9月25日（金）　一般発売　9月27日（日） ※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

※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 チケット取扱終了

（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　ピアノ三重奏曲「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

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）

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

びわ湖ホールやびわ湖ホール声楽アンサンブルの
PR動画を配信します！
びわ湖ホールやびわ湖ホール声楽アンサンブルの
PR動画を配信します！

公開予定の公演
・7月26日　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～
・8月23日　沼尻竜典×京都市交響楽団　マーラー 交響曲第4番

10月頃より公開予定。
視聴はYouTubeびわ湖ホール公式チャンネルから→

びわ湖ホールやびわ湖ホール声楽アンサンブルを国内外へ発信するため、
PR動画を作成しました。動画では、以前行われた公演の一部も公開します。

助成：コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金

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。

チケット取扱終了

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/



（日本語字幕付）

METライブビューイング
リング・ツィクルス

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。

各日13：00上映［全て中ホール］
一般4,100（3,600）円　青少年（25歳未満）3,000円 ※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

振替上映

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）

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。

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

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。

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

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 公演中止

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

12/12㈯ （共催）KEIBUN第九2020演奏会
問しがぎん経済文化センター 077-526-0011 公演中止

12/31㈭
びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2020-2021
※今年度のジルヴェスター合唱団・ファンファーレ隊の
　募集はありません。

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

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） 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

10/31㈯ （協力）トリオエリップス ピアノ三重奏
問トリオエリップスジャパンツアー trioellipses@gmail.com 公演中止

2021/
1/28㈭
29㈮
30㈯
31㈰

オペラへの招待
モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』 発売延期

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。

室内楽 

室内楽 

ダンス

上村文乃

※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）

次世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
室内楽 

新しきチェロの煌めき
上村文乃
かみ  むら あや   の

沼尻竜典
Ⓒ RYOICHI ARATANI

狂　言 野村万作・野村萬斎 狂言公演

野村萬斎野村万作

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

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。

［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

村治佳織
Ⓒ Ayako Yamamoto

村治佳織  ギター・リサイタル

［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］

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。

湖南ダンスカンパニー湖南ダンスカンパニー
Ⓒ 大西暢夫出演：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

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。
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

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

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

※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。

濱田芳通

びわ湖の午後57
室内楽 

郷古 廉×横坂 源×北村朋幹
ピアノ三重奏

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

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

［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

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。
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 げん とも き

今月号のおすすめ公演！ 詳細は4面へ

共
催 

・ 

協
力
公
演

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2,800円）
12月11日（金）13：30上映［小ホール］
（協力）第12回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール　オペラ映画『トスカ』上映会

※友の会優先発売　9月25日（金）　一般発売　9月27日（日）
※5月8日（金）に開催予定であった上映会の振替公演です。5月8日（金）のチケットをお持ちの方は、
　そのまま12月11日（金）の上映会にご入場いただけます。

お問い合わせ：ABCチケットインフォメーション　06-6453-6000

S席10,000（9,500）円　A席8,000円　B席6,000円
12月16日（水）19：00開演［大ホール］
（協力）辻井伸行 ショパン・リサイタル2020《オール・ショパン・プログラム》

※友の会優先発売　9月25日（金）　一般発売　9月27日（日） ※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

※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 チケット取扱終了

（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　ピアノ三重奏曲「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

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）

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

びわ湖ホールやびわ湖ホール声楽アンサンブルの
PR動画を配信します！
びわ湖ホールやびわ湖ホール声楽アンサンブルの
PR動画を配信します！

公開予定の公演
・7月26日　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～
・8月23日　沼尻竜典×京都市交響楽団　マーラー 交響曲第4番

10月頃より公開予定。
視聴はYouTubeびわ湖ホール公式チャンネルから→

びわ湖ホールやびわ湖ホール声楽アンサンブルを国内外へ発信するため、
PR動画を作成しました。動画では、以前行われた公演の一部も公開します。

助成：コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金

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。

チケット取扱終了

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/



葵トリオ

鈴木秀美
photo by K.Miura

前回の様子前回の様子
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掲載内容は、9月8日（火）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。

10/1（木） 友の会優先発売　10/3（土） 一般発売

10/9（金） 友の会優先発売　10/11（日） 一般発売

※移動があるため歩きやすい靴でお越しください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため参加人数を減らして開催します。

ペーパーカット・写真：今森光彦

9/25（金） 友の会優先発売　9/27（日） 一般発売

9/26（土） 申込受付開始
びわ湖ホール まるっとステージツアー

11月23日（月・祝）11：00/14：00/16：00（各回約90分）
参加費：500円（税金・保険加入料含む）　※大人・子ども同額
定員：各回30名（先着順）　申込：「びわ湖ホール公式サイト・申込フォーム」または「電話」
　　　　　　　　　　　　（ステージツアー係  077-523-7137  10：00～19：00、火曜休館）

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

名曲コンサート

※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

12月6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

2018年第67回ミュンヘン国際音楽コンクー
ルピアノ三重奏部門にて、日本人団体として
初優勝を成し遂げた葵トリオが、「近江の春 
びわ湖クラシック音楽祭2019」に引き続きこ
の秋登場。名曲「大公」を含むプログラムにご期待ください。

毎回大好評の「まるっとステージツアー」を今
年も開催します。めったに立つことのできない
大ホールの舞台。普段は入ることのできない
劇場の裏側。機材のなるほど話やびわ湖
ホールの知られざるエピソードなど、劇場を“ま
るっと”体験できるツアーです。対象は6歳以上。大人も子どもも大歓迎!

助成：コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金

前橋汀子カルテット

びわ湖ホール声楽アンサンブル

前橋汀子カルテット（弦楽四重奏）
室内楽への招待〈ベートーヴェン生誕250年〉

〈ベートーヴェン生誕250年〉

日本を代表するソリストとして長年活躍を続け
てきた前橋汀子が室内楽への新たなる挑戦
として2014年に結成した初の弦楽カルテッ
ト。日本トップクラスの奏者とともに奏でるオー
ル・ベートーヴェン・プログラムは必聴です。

［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 へ短調 op.95 「セリオーソ」
 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 op.132

※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。

11月21日（土）14：00開演［大ホール］
一般4,500（4,000）円　青少年（25歳未満）2,500円

出演：前橋汀子カルテット
 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）

本山秀毅

特別公演  本山秀毅×びわ湖ホール声楽アンサンブル
マタイ受難曲

開催決定！

2019年にバロックチェロの演奏で鮮烈な無伴奏バッハを披露した鈴
木秀美が指揮で初登場します。交響曲の基礎を築いた3作曲家の名
曲を、綿密なアンサンブルに定評のある日本センチュリー交響楽団の演
奏でお贈りします。

［曲目］J.S.バッハ：「マタイ受難曲」BWV244

指揮：鈴木秀美
管弦楽：日本センチュリー交響楽団
［曲目］ハイドン：交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」Hob.I:94

モーツァルト：交響曲 第40番 ト短調 K.550
ベートーヴェン：交響曲 第1番 ハ長調 op.21

※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。

11月14日（土）14：00開演［大ホール］
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

葵トリオ（ピアノ三重奏）
室内楽への招待

［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」

※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。

11月22日（日）14：00開演［大ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

出演：葵トリオ　小川響子（ヴァイオリン）、伊東 裕（チェロ）、 秋元孝介（ピアノ）
11月7日（土）14：00～15：45［小ホール］
講師：本山秀毅　料金：一般1,000円　自由席

関連企画 「マタイ受難曲」レクチャー
演奏会に先立ち、バッハ演奏の第一人者である指揮の本山秀毅が、楽曲を
分かりやすく解説します。バッハの深遠な表現を紐解いて、共感することによ
り、鑑賞とあわせて心に残る公演となることでしょう。

※枚数を制限してチケットの販売を行います。

J.S.バッハ畢生の大作「マタイ受難曲」の上演が決定し
ました！びわ湖ホール声楽アンサンブルと、本山秀毅の
指揮でお届けします。新型コロナウイルス感染症拡大防
止策として、少人数編成でお贈りします。舞台上の3密
を避けるだけでなく、少数精鋭により実現される緻密で
研ぎ澄まされたアンサンブルをお楽しみください。

ひっせい

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）　福音史家：清水徹太郎*
イエス：津國直樹*　独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
児童合唱：大津児童合唱団
管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

湖南ダンスカンパニーって？
滋賀県の主に湖南圏域に在住している、障がいのある人とプロのダンサー、さらには福
祉施設のスタッフ等で構成されたダンスチーム。日本を代表するダンサー・振付家であ
る北村成美による振付・演出で、数々の演目を発表。近隣施設でのワークショップなどを
行うほか、2017年10月フランス・ナント市、翌2018年にはパリでの公演を成功させる
など、活躍の場を広げています。

過去作品を「湖の三部作」として一挙上演！
うみ

うみのトリックスター（2017年）
photo by 大西暢夫

うみのはもん（2019年）
photo by 大西暢夫

うみのはた（2018年）
photo by 大西暢夫

湖や水面をイメージした衣裳
色やデザインは様々

のびのびと力強い
パフォーマンス

ダンサーの動きに合わせ、
即興で音楽を紡ぎます

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」

うみうみうみ
助成：令和２年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業

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※一定の間隔をあけて座席の販売を行います。

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

滋賀県湖南地域に住む障がいのある人と福祉施設のスタッフ、プロのダンサーが所属するパフォーマー集団、湖南ダンスカンパニー。
初のびわ湖ホール公演への歩みをご紹介します。
滋賀県湖南地域に住む障がいのある人と福祉施設のスタッフ、プロのダンサーが所属するパフォーマー集団、湖南ダンスカンパニー。
初のびわ湖ホール公演への歩みをご紹介します。

小室 等監修の生演奏とともに
こ     むろ     ひとし

日本を代表するフォークシンガー 小室 等をはじめとする豪華共演者による音楽ユニッ
ト「糸賀一雄記念賞音楽祭ユニット」が生演奏をお届けします。これまでにもカンパニー
と共演を重ねてきたミュージシャンによる息の合ったセッションをお楽しみください。

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）

ダンサー・振付家の北村成美さんより
公演によせて

©Nobuo Onishi

北村成美

ダンサーである私がダンサーである彼らと運命的に巡り逢
い、共鳴し踊り続けて16年。日々の営みから生まれる動き
を何一つ矯正せず、全てを肯定し共存できるようデザイン
するために、舞台には様々な情景を設定します。とくに近年
は私たちにとって希望の象徴である「湖」の世界を、音楽家
のみなさまと協働して創ってきました。
突如、目に見えない強敵の出現に私たちは自由に会うこと
さえ出来なくなりました。しかしそのおかげで、抑えられて
きた魂が弾けるように、かつて見たこともない鮮やかなダンスが躍動しています。彼
らは決して折れないしなやかさで、どんな苦境も笑いながらダンスに塗り替えてしま
うのです。この身体と音楽こそ、時代を生き抜く武器であると言わんばかりに。

8月には、久しぶりにダンサー、ミュージシャン、スタッフが顔を合わせ、感染症
拡大予防徹底のもと、稽古を行いました。その様子を少しご紹介します。稽古場

より

大きな布は何に
使うのでしょうか…？

その人の個性や習慣、
ついはみ出してしまう行動
すべてをダンスとして肯定
１年かけて1本の
ダンスを制作します
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ヒアリングループマーク

びわ湖
大津プリンス
ホテル

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・窓口のみ）。

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


