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12/11（金） 友の会優先発売  12/13（日） 一般発売

ペーパーカット・写真：今森光彦

12/10（木） 友の会優先発売  12/12（土） 一般発売

モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』全2幕
モーツァルトが残した最後の傑作オペラであり、世界の歌劇場で上演さ
れ続けている名作中の名作『魔笛』。日本語上演で分かりやすく、かつ
本格的な舞台・演奏でお贈りします。

2021年1月28日（木）・29日（金）・30日（土）・31日（日）
各日14：00開演［中ホール］
一般5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

指揮：阪 哲朗　演出：中村敬一　管弦楽：大阪交響楽団

［キャスト］
ザラストロ 松森 治* 片桐直樹**
タミーノ 清水徹太郎* 山本康寛*
弁者 　　　  　  市川敏雅（全日） 
僧Ⅰ 　　　       宮城朝陽（全日） 
僧Ⅱ・武士Ⅱ 　　　       美代開太（全日） 
夜の女王 𦚰坂法子 森谷真理**
パミーナ 船越亜弥 溝越美詩*
侍女Ⅰ 　　　       山田知加（全日） 
侍女Ⅱ 　　　       上木愛李（全日） 
侍女Ⅲ 　　　      藤居知佳子（全日） 
パパゲーナ 　　　       熊谷綾乃（全日） 
パパゲーノ 迎 肇聡* 平 欣史
モノスタトス 坂東達也 蔦谷明夫
武士Ⅰ 　　　       谷口耕平（全日） 
童子Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 　　　      大津児童合唱団 

1月28日（木）・ 30日（土） 1月29日（金）・31日（日）

**客演　*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

掲載内容は、11月6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。

びわ湖ホール舞台芸術基金

（日本語上演・日本語字幕付） 

びわ湖ホール　オペラへの招待
助成：公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション、公益財団法人平和堂財団

オペラへの招待『こうもり』（2020年１月）より阪 哲朗
©TAKASHI IMAI

片桐直樹 森谷真理 山本康寛清水徹太郎

佐藤B作永井 愛

中村敬一
©Keiichi KIMURA

視聴券発売中

「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」公演を有料配信しています！

PIA LIVE STREAM

Streaming+

視聴券ご購入はこちら

■PIA LIVE STREAM（チケットぴあ）
　視聴券販売期間：11月30日（月）20：00まで
　視聴可能期間：11月30日（月）23：59まで
　https://w.pia.jp/t/biwako-matthaus/
■Streaming＋（イープラス）
　視聴券販売期間：11月26日（木）20：00まで
　視聴可能期間：11月26日（木）23：59まで
　https://eplus.jp/mbmp-st/

視聴券：1,000円（別途決済手数料等がかかります）

※ご利用方法や詳細等は各HPよりご確認ください。

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）
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

11月14日にびわ湖ホールで開催した「マタイ受難曲」公演を配信中で
す。当日会場にご来場いただけなかった方はもちろん、演奏会をもう一度
聴きたい方も、映像で何度でもお楽しみいただけます。

「ザ・空気 ver.3 そして彼は去った…」
「ザ・空気 ver.3」は、混迷を深める
社会状況や現実の政治とシンクロ
させ、今の日本の“空気”をリアルに
体感できる舞台となる予定です。
権力によるメディア支配の“総仕上
げ”として、報道の自己規制が機械
的に再生産されていく様子を恐怖
と笑いの中に描きます。

2021年2月7日（日）14：00開演［中ホール］
S席5,500（5,000）円　A席4,500（4,000）円 青少年割引当日券

作・演出：永井 愛
出演：佐藤B作、和田正人、韓 英恵、金子大地、神野三鈴

ポストパフォーマンス・トーク
終演後には、永井 愛によるポストパフォーマンス・トークを実施します。
進行：畑 律江（毎日新聞社学芸部専門編集委員）

二兎社公演44

注目ポイント
1.本場で培った感性溢れる指揮者
    阪 哲朗

　びわ湖ホールでは、1998年の開館以来、22年にわたり大晦日の年越しコンサートを開催してきました。今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、昼の時間に変更して開催します。指揮者には、ヨーロッパで数々の要職を経験してきた阪 哲朗を迎え、ヴァイオリニストの服部百音やびわ湖
ホール声楽アンサンブルの演奏をお届けします。1年を締めくくる特別な大晦日を華やかなびわ湖ホールの音楽でお楽しみください。

　びわ湖ホールでは、1998年の開館以来、22年にわたり大晦日の年越しコンサートを開催してきました。今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、昼の時間に変更して開催します。指揮者には、ヨーロッパで数々の要職を経験してきた阪 哲朗を迎え、ヴァイオリニストの服部百音やびわ湖
ホール声楽アンサンブルの演奏をお届けします。1年を締めくくる特別な大晦日を華やかなびわ湖ホールの音楽でお楽しみください。

2020-2021
びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート 

毎年恒例！ 音楽に包まれる、特別な大晦日！

2.服部百音の超絶技巧が光るヴァイオリン協奏曲
5歳でヴァイオリンを始め、10歳でリピンスキ・ヴィエニャフスキ国際
ヴァイオリン・コンクールのジュニア部門で史上最年少第1位及び特別
賞を受賞という快挙を達成。以来、目覚ましい活躍を続け、今年、第21回
ホテルオークラ音楽賞、第30回出光音楽賞を受賞。若手天才ヴァイオリ
ニストによるスケールの大きい華やかな協奏曲に期待が膨らみます。

これまでに、ベルリン・コーミッシェ・オーパーをはじめとする
欧州の主要な劇場で専属指揮者を、アイゼナハ歌劇場（ドイ
ツ／05～09年）とレーゲンスブルク歌劇場（ドイツ／ 09～
17年）では音楽総監督という要職を務めた阪 哲朗を指揮に
迎え、ジルヴェスター・コンサートをお贈りします。

3.豪華賞品のあたる抽選会
協賛企業のご協力により豪華賞品が当たる抽選会があります。どうぞお楽しみに。
※詳細は当日会場でご案内いたします。

4.声楽アンサンブルの活躍に目が離せない
1998年3月に発足して以来、びわ湖ホールでの活動、NHKニューイヤー・オペラ・
コンサート、BS朝日番組「子供たちに残したい 日本の美しいうた」への出演など、ま
すます活躍の場を広げている「びわ湖ホール声楽アンサンブル」。彼らの活躍をオペ
ラの名曲を通してご紹介します。

5.有料ライブ・アーカイブ配信による自由な鑑賞スタイル
公演の模様を有料ライブ・アーカイブ（見逃し）配信いたします。スマートフォンやパソ
コンでもコンサートの模様を視聴できますので、自由なスタイルでお楽しみください。

バス運行の
お知らせ

■JR大津駅～びわ湖ホール　運行時間：13：30～14：30
■びわ湖ホール～JR大津駅　運行時間：終演後随時
■運賃　大人210円　小児110円（2020年11月6日現在）

休憩

14：00 開場
15：00 開演

チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」ポロネーズ
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
　　　　　　　 　ヴァイオリン：服部百音

17：15 終演予定

ビゼー：歌劇「カルメン」
　　　 前奏曲、恋は野の鳥、花の歌、闘牛士の歌
　　　 　カルメン：八木寿子　　ドン・ホセ：清水徹太郎*
　　　 　エスカミーリョ：迎 肇聡*
ベッリーニ：歌劇「清教徒」愛しい乙女よ、あなたに愛を
　　　　　　アルトゥーロ：山本康寛*
ヴェルディ：歌劇「ナブッコ」行け、わが想いよ、黄金の翼に乗りて
チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」op.71a

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

Program

視
聴
券
ご
購
入
は
こ
ち
ら

■PIA LIVE STREAM（チケットぴあ）
　ライブ配信を実施します。また、終了後にアーカイブ（見逃し）配信を実施します。
　https://t.pia.jp/pia/events/pialivestream/
■Streaming＋（イープラス）
　公演を収録後、アーカイブ配信します（1月7日（木）配信開始）
　https://eplus.jp/sf/event/streaming

12月7日（月）10：00発売

１月１日（金）10：00発売

視聴券：2,000円（別途決済手数料等がかかります）

PIA LIVE STREAM Streaming+※視聴券配信期間等詳細はびわ湖ホールHPでお知らせします。
※視聴に関するお問合せや視聴券購入方法の詳細は各配信サイトHPにてご確認ください。

おすすめ
公演

PICK UP

おすすめ
公演

PICK UP

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当初の予定を変更して開催します。
※本公演は、イベント開催制限緩和を受け、収容人数の制限を解除しています。
※今年度のジルヴェスター合唱団・ファンファーレ隊の出演はありません。
※公演の様子を収録し、有料配信します。※6歳未満のお子さまは入場できません。

12月31日（木）15：00開演［大ホール］
SS席8,500（8,000）円　S席7,000（6,500）円　A席5,500（5,000）円
B席4,000円　C席3,000円　青少年（25歳未満）S～C席2,000円

指揮：阪 哲朗　ヴァイオリン：服部百音　司会：桂 米團治
独唱：八木寿子、清水徹太郎*、迎 肇聡*、山本康寛*
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：大阪交響楽団 ※指揮とヴァイオリンは当初予定の出演者から変更になりました。

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

チケット発売中!

ⒸTakashi ImaiⒸTakashi Imai

八木寿子（客演） 清水徹太郎 迎 肇聡 山本康寛

ⒸChihoko IshiiⒸChihoko Ishii

Stage No.269　2020年11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/
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

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

※12/30（水）、1/1（金）～1/3（日）は休館。ただし、チケットセンターは12/30（水）電話のみ受付。12/31（木）は10：00～17：30営業。



（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（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2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） 
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。

※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

オーケストラ

オーケストラ

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

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

12/12㈯ （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

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

2021/
3/20(土・祝)

舞台技術研修～人材育成講座～「成果発表公演」
ミュージカル『不思議の国のアリス』 発売延期

2021/
 2/20㈯ うたうクラリネット！ 小谷口直子 発売延期

2021/
   3/6㈯
       7㈰

びわ湖ホールプロデュースオペラ
ワーグナー作曲『ローエングリン』（セミステージ形式） 発売延期

2021/
 3/21㈰

子どものための管弦楽教室
「オーケストラの仕事」 発売延期

2021/
 3/27㈯

びわ湖ホール声楽アンサンブル
第72回定期公演　日本合唱音楽の古典Ⅴ 発売延期

2021/
 3/14㈰ 魅惑のバリトン　迎 肇聡 発売延期

2021/
 3/28㈰

福井 敬＆びわ湖ホール四大テノール
スペシャル・コンサート 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。

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） ※全席自由席
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

※5月8日（金）に開催予定であった上映会の振替上映です。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

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》

※取扱終了

お問い合わせ：ブラームスホール協会　077-553-1699

入場無料（要入場整理券）
2021年１月８日（金）19：00開演　１月10日（日）14：00開演［両日とも中ホール］
（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～

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

※全席自由席

（共催）vol.2  久末 航　ピアノ・リサイタル
しがぎんホール・コンサートシリーズ2020-21

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：びわ湖ホールチケットセンター　077-523-7136

12月5日（土）14：00開演［大ホール］
※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。

（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
一般4,000円　青少年（25歳未満）1,500円

前回の様子前回の様子

びわ湖ホール まるっとステージツアー

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

鈴木秀美
photo by K.Miura

※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

2019年にバロックチェロの演奏で鮮烈なバッハの無伴奏組曲を披露した
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。
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

室内楽 

室内楽 

葵トリオ
ⒸNikolaj Lund

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〉

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14番 嬰ハ短調 op.131

※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）、北本秀樹（チェロ）

葵トリオ（ピアノ三重奏）
〈ベートーヴェン生誕250年〉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）

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。

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）

※曲目が変更になりました。

昨年の様子

オペラ講座『ローエングリン』 初級編（全3回）

2021年3月6日、7日に開催するプロデュース
オペラ ワーグナー作曲『ローエングリン』に先
立ち、映像や音楽を交えながら、存分に予習
していただける2時間。ワーグナーの大作オペ
ラ『ローエングリン』をより楽しみたい方、オペ
ラ初心者の方におすすめの人気講座です。

全3回通し券3,000円／1回券（当日のみ）1,500円　※全席自由席

講師：東条碩夫（音楽評論家）
第1回 12月19日（土） 14：30～16：30
第2回 2021年1月17日（日）14：30～16：30
第3回 2021年1月24日（日）14：30～16：30
［コラボしが21（びわ湖ホール向かい）3階大会議室］

※枚数を制限してチケットの販売を行います。 ※１回券は当日残席がある場合のみ販売。

服部百音
ⒸChihoko Ishii

桂 米團治

阪 哲朗
©Florian Hammerich

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート
2020-2021

［曲目］チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
ビゼー：歌劇『カルメン』恋は野の鳥、花の歌、闘牛士の歌
ベッリーニ：歌劇『清教徒』愛しい乙女よ、あなたに愛を
ヴェルディ：歌劇『ナブッコ』行け、わが想いよ、
　　　　　 黄金の翼に乗りて
チャイコフスキー：バレエ組曲『くるみ割り人形』op.71a　ほか

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当初の予定を変更して開催します。
　今年度のジルヴェスター合唱団・ファンファーレ隊の出演はありません。

12月31日（木）15：00開演［大ホール］
SS席8,500（8,000）円　S席7,000（6,500）円　A席5,500（5,000）円
B席4,000円　C席3,000円　青少年（25歳未満）S～C席2,000円

大晦日は、びわ湖ホールのジル
ヴェスター・コンサートへ。23回目
の今年は開催時間を午後に変
更し、1年の締めくくりに相応しい
華やかな内容でお贈りします。

好評につき「まるっとステージツアー」を11
月に引き続き行います。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！

指揮：阪 哲朗
ヴァイオリン：服部百音
司会：桂 米團治
独唱：清水徹太郎*、山本康寛*、迎 肇聡*、八木寿子

独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：大阪交響楽団
※指揮とヴァイオリンは当初予定の出演者から変更になりました。

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

クリスマスに贈る湖国滋賀の若きアーティストたちの祭典
びわ湖☆アートフェスティバルBAF2020クリスマス

お問い合わせ：（公財）びわ湖芸術文化財団地域創造部　077-523-7146
公演詳細は、BAF特設ウェブサイト（http://baf2020xmas.com）をご覧ください。

３歳から入場できます

BAFジュニアオーケストラ・フェスティバル
出演：沼尻竜典（合同演奏指揮）、大津・さきら（栗東）・彦根ＪＯＹ各ジュニアオーケストラ
15：30開演［大ホール］入場無料（要整理券/12：15～大ホール入口にて整理券配布）

滋賀県内高等学校書道部・若手書家による 書道パフォーマンス
出演：伊吹高等学校書道部、大津高等学校書道部、膳所高等学校書道班、滋賀県書道協会若手書家
11：00開演［中ホール］入場無料（要整理券/10：00～中ホール入口にて整理券配布）

令和元年度滋賀県次世代文化賞受賞記念

堀内星良 ヴァイオリン・リサイタル
出演：堀内星良(ヴァイオリン)、リード希亜奈（ピアノ）
13：00開演［小ホール］一般1,500円　25歳未満500円（全席自由）

12月20日（日）11：00～17：0012月20日（日）11：00～17：00

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「びわ湖ホールからの贈りもの」を配信中！
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「びわ湖ホールからの贈りもの」を配信中！

公開中の公演
・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～

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を公開しています。

助成：コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金

・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

※出演者が変更になりました。

※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。

12月13日（日）11：00/14：00（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）

チケット発売中！

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

11/26（木） 申込受付開始

前橋汀子
Ⓒ篠山紀信

好評につき取扱終了しました

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・窓口にて販売中
※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（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2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） 
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。

※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

オーケストラ

オーケストラ

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

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

12/12㈯ （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

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

2021/
3/20(土・祝)

舞台技術研修～人材育成講座～「成果発表公演」
ミュージカル『不思議の国のアリス』 発売延期

2021/
 2/20㈯ うたうクラリネット！ 小谷口直子 発売延期

2021/
   3/6㈯
       7㈰

びわ湖ホールプロデュースオペラ
ワーグナー作曲『ローエングリン』（セミステージ形式） 発売延期

2021/
 3/21㈰

子どものための管弦楽教室
「オーケストラの仕事」 発売延期

2021/
 3/27㈯

びわ湖ホール声楽アンサンブル
第72回定期公演　日本合唱音楽の古典Ⅴ 発売延期

2021/
 3/14㈰ 魅惑のバリトン　迎 肇聡 発売延期

2021/
 3/28㈰

福井 敬＆びわ湖ホール四大テノール
スペシャル・コンサート 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。

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） ※全席自由席
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

※5月8日（金）に開催予定であった上映会の振替上映です。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

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》

※取扱終了

お問い合わせ：ブラームスホール協会　077-553-1699

入場無料（要入場整理券）
2021年１月８日（金）19：00開演　１月10日（日）14：00開演［両日とも中ホール］
（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～

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

※全席自由席

（共催）vol.2  久末 航　ピアノ・リサイタル
しがぎんホール・コンサートシリーズ2020-21

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：びわ湖ホールチケットセンター　077-523-7136

12月5日（土）14：00開演［大ホール］
※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。

（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
一般4,000円　青少年（25歳未満）1,500円

前回の様子前回の様子

びわ湖ホール まるっとステージツアー

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

鈴木秀美
photo by K.Miura

※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

2019年にバロックチェロの演奏で鮮烈なバッハの無伴奏組曲を披露した
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。
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

室内楽 

室内楽 

葵トリオ
ⒸNikolaj Lund

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〉

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14番 嬰ハ短調 op.131

※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）、北本秀樹（チェロ）

葵トリオ（ピアノ三重奏）
〈ベートーヴェン生誕250年〉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）

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。

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）

※曲目が変更になりました。

昨年の様子

オペラ講座『ローエングリン』 初級編（全3回）

2021年3月6日、7日に開催するプロデュース
オペラ ワーグナー作曲『ローエングリン』に先
立ち、映像や音楽を交えながら、存分に予習
していただける2時間。ワーグナーの大作オペ
ラ『ローエングリン』をより楽しみたい方、オペ
ラ初心者の方におすすめの人気講座です。

全3回通し券3,000円／1回券（当日のみ）1,500円　※全席自由席

講師：東条碩夫（音楽評論家）
第1回 12月19日（土） 14：30～16：30
第2回 2021年1月17日（日）14：30～16：30
第3回 2021年1月24日（日）14：30～16：30
［コラボしが21（びわ湖ホール向かい）3階大会議室］

※枚数を制限してチケットの販売を行います。 ※１回券は当日残席がある場合のみ販売。

服部百音
ⒸChihoko Ishii

桂 米團治

阪 哲朗
©Florian Hammerich

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート
2020-2021

［曲目］チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
ビゼー：歌劇『カルメン』恋は野の鳥、花の歌、闘牛士の歌
ベッリーニ：歌劇『清教徒』愛しい乙女よ、あなたに愛を
ヴェルディ：歌劇『ナブッコ』行け、わが想いよ、
　　　　　 黄金の翼に乗りて
チャイコフスキー：バレエ組曲『くるみ割り人形』op.71a　ほか

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当初の予定を変更して開催します。
　今年度のジルヴェスター合唱団・ファンファーレ隊の出演はありません。

12月31日（木）15：00開演［大ホール］
SS席8,500（8,000）円　S席7,000（6,500）円　A席5,500（5,000）円
B席4,000円　C席3,000円　青少年（25歳未満）S～C席2,000円

大晦日は、びわ湖ホールのジル
ヴェスター・コンサートへ。23回目
の今年は開催時間を午後に変
更し、1年の締めくくりに相応しい
華やかな内容でお贈りします。

好評につき「まるっとステージツアー」を11
月に引き続き行います。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！

指揮：阪 哲朗
ヴァイオリン：服部百音
司会：桂 米團治
独唱：清水徹太郎*、山本康寛*、迎 肇聡*、八木寿子

独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：大阪交響楽団
※指揮とヴァイオリンは当初予定の出演者から変更になりました。

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

クリスマスに贈る湖国滋賀の若きアーティストたちの祭典
びわ湖☆アートフェスティバルBAF2020クリスマス

お問い合わせ：（公財）びわ湖芸術文化財団地域創造部　077-523-7146
公演詳細は、BAF特設ウェブサイト（http://baf2020xmas.com）をご覧ください。

３歳から入場できます

BAFジュニアオーケストラ・フェスティバル
出演：沼尻竜典（合同演奏指揮）、大津・さきら（栗東）・彦根ＪＯＹ各ジュニアオーケストラ
15：30開演［大ホール］入場無料（要整理券/12：15～大ホール入口にて整理券配布）

滋賀県内高等学校書道部・若手書家による 書道パフォーマンス
出演：伊吹高等学校書道部、大津高等学校書道部、膳所高等学校書道班、滋賀県書道協会若手書家
11：00開演［中ホール］入場無料（要整理券/10：00～中ホール入口にて整理券配布）

令和元年度滋賀県次世代文化賞受賞記念

堀内星良 ヴァイオリン・リサイタル
出演：堀内星良(ヴァイオリン)、リード希亜奈（ピアノ）
13：00開演［小ホール］一般1,500円　25歳未満500円（全席自由）

12月20日（日）11：00～17：0012月20日（日）11：00～17：00

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「びわ湖ホールからの贈りもの」を配信中！
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「びわ湖ホールからの贈りもの」を配信中！

公開中の公演
・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～

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を公開しています。

助成：コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金

・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

※出演者が変更になりました。

※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。

12月13日（日）11：00/14：00（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）

チケット発売中！

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

11/26（木） 申込受付開始

前橋汀子
Ⓒ篠山紀信

好評につき取扱終了しました

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・窓口にて販売中
※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/
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12/11（金） 友の会優先発売  12/13（日） 一般発売

ペーパーカット・写真：今森光彦

12/10（木） 友の会優先発売  12/12（土） 一般発売

モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』全2幕
モーツァルトが残した最後の傑作オペラであり、世界の歌劇場で上演さ
れ続けている名作中の名作『魔笛』。日本語上演で分かりやすく、かつ
本格的な舞台・演奏でお贈りします。

2021年1月28日（木）・29日（金）・30日（土）・31日（日）
各日14：00開演［中ホール］
一般5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

指揮：阪 哲朗　演出：中村敬一　管弦楽：大阪交響楽団

［キャスト］
ザラストロ 松森 治* 片桐直樹**
タミーノ 清水徹太郎* 山本康寛*
弁者 　　　  　  市川敏雅（全日） 
僧Ⅰ 　　　       宮城朝陽（全日） 
僧Ⅱ・武士Ⅱ 　　　       美代開太（全日） 
夜の女王 𦚰坂法子 森谷真理**
パミーナ 船越亜弥 溝越美詩*
侍女Ⅰ 　　　       山田知加（全日） 
侍女Ⅱ 　　　       上木愛李（全日） 
侍女Ⅲ 　　　      藤居知佳子（全日） 
パパゲーナ 　　　       熊谷綾乃（全日） 
パパゲーノ 迎 肇聡* 平 欣史
モノスタトス 坂東達也 蔦谷明夫
武士Ⅰ 　　　       谷口耕平（全日） 
童子Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 　　　      大津児童合唱団 

1月28日（木）・ 30日（土） 1月29日（金）・31日（日）

**客演　*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

掲載内容は、11月6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。

びわ湖ホール舞台芸術基金

（日本語上演・日本語字幕付） 

びわ湖ホール　オペラへの招待
助成：公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション、公益財団法人平和堂財団

オペラへの招待『こうもり』（2020年１月）より阪 哲朗
©TAKASHI IMAI

片桐直樹 森谷真理 山本康寛清水徹太郎

佐藤B作永井 愛

中村敬一
©Keiichi KIMURA

視聴券発売中

「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」公演を有料配信しています！

PIA LIVE STREAM

Streaming+

視聴券ご購入はこちら

■PIA LIVE STREAM（チケットぴあ）
　視聴券販売期間：11月30日（月）20：00まで
　視聴可能期間：11月30日（月）23：59まで
　https://w.pia.jp/t/biwako-matthaus/
■Streaming＋（イープラス）
　視聴券販売期間：11月26日（木）20：00まで
　視聴可能期間：11月26日（木）23：59まで
　https://eplus.jp/mbmp-st/

視聴券：1,000円（別途決済手数料等がかかります）

※ご利用方法や詳細等は各HPよりご確認ください。

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）
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

11月14日にびわ湖ホールで開催した「マタイ受難曲」公演を配信中で
す。当日会場にご来場いただけなかった方はもちろん、演奏会をもう一度
聴きたい方も、映像で何度でもお楽しみいただけます。

「ザ・空気 ver.3 そして彼は去った…」
「ザ・空気 ver.3」は、混迷を深める
社会状況や現実の政治とシンクロ
させ、今の日本の“空気”をリアルに
体感できる舞台となる予定です。
権力によるメディア支配の“総仕上
げ”として、報道の自己規制が機械
的に再生産されていく様子を恐怖
と笑いの中に描きます。

2021年2月7日（日）14：00開演［中ホール］
S席5,500（5,000）円　A席4,500（4,000）円 青少年割引当日券

作・演出：永井 愛
出演：佐藤B作、和田正人、韓 英恵、金子大地、神野三鈴

ポストパフォーマンス・トーク
終演後には、永井 愛によるポストパフォーマンス・トークを実施します。
進行：畑 律江（毎日新聞社学芸部専門編集委員）

二兎社公演44

注目ポイント
1.本場で培った感性溢れる指揮者
    阪 哲朗

　びわ湖ホールでは、1998年の開館以来、22年にわたり大晦日の年越しコンサートを開催してきました。今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、昼の時間に変更して開催します。指揮者には、ヨーロッパで数々の要職を経験してきた阪 哲朗を迎え、ヴァイオリニストの服部百音やびわ湖
ホール声楽アンサンブルの演奏をお届けします。1年を締めくくる特別な大晦日を華やかなびわ湖ホールの音楽でお楽しみください。

　びわ湖ホールでは、1998年の開館以来、22年にわたり大晦日の年越しコンサートを開催してきました。今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、昼の時間に変更して開催します。指揮者には、ヨーロッパで数々の要職を経験してきた阪 哲朗を迎え、ヴァイオリニストの服部百音やびわ湖
ホール声楽アンサンブルの演奏をお届けします。1年を締めくくる特別な大晦日を華やかなびわ湖ホールの音楽でお楽しみください。

2020-2021
びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート 

毎年恒例！ 音楽に包まれる、特別な大晦日！

2.服部百音の超絶技巧が光るヴァイオリン協奏曲
5歳でヴァイオリンを始め、10歳でリピンスキ・ヴィエニャフスキ国際
ヴァイオリン・コンクールのジュニア部門で史上最年少第1位及び特別
賞を受賞という快挙を達成。以来、目覚ましい活躍を続け、今年、第21回
ホテルオークラ音楽賞、第30回出光音楽賞を受賞。若手天才ヴァイオリ
ニストによるスケールの大きい華やかな協奏曲に期待が膨らみます。

これまでに、ベルリン・コーミッシェ・オーパーをはじめとする
欧州の主要な劇場で専属指揮者を、アイゼナハ歌劇場（ドイ
ツ／05～09年）とレーゲンスブルク歌劇場（ドイツ／ 09～
17年）では音楽総監督という要職を務めた阪 哲朗を指揮に
迎え、ジルヴェスター・コンサートをお贈りします。

3.豪華賞品のあたる抽選会
協賛企業のご協力により豪華賞品が当たる抽選会があります。どうぞお楽しみに。
※詳細は当日会場でご案内いたします。

4.声楽アンサンブルの活躍に目が離せない
1998年3月に発足して以来、びわ湖ホールでの活動、NHKニューイヤー・オペラ・
コンサート、BS朝日番組「子供たちに残したい 日本の美しいうた」への出演など、ま
すます活躍の場を広げている「びわ湖ホール声楽アンサンブル」。彼らの活躍をオペ
ラの名曲を通してご紹介します。

5.有料ライブ・アーカイブ配信による自由な鑑賞スタイル
公演の模様を有料ライブ・アーカイブ（見逃し）配信いたします。スマートフォンやパソ
コンでもコンサートの模様を視聴できますので、自由なスタイルでお楽しみください。

バス運行の
お知らせ

■JR大津駅～びわ湖ホール　運行時間：13：30～14：30
■びわ湖ホール～JR大津駅　運行時間：終演後随時
■運賃　大人210円　小児110円（2020年11月6日現在）

休憩

14：00 開場
15：00 開演

チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」ポロネーズ
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
　　　　　　　 　ヴァイオリン：服部百音

17：15 終演予定

ビゼー：歌劇「カルメン」
　　　 前奏曲、恋は野の鳥、花の歌、闘牛士の歌
　　　 　カルメン：八木寿子　　ドン・ホセ：清水徹太郎*
　　　 　エスカミーリョ：迎 肇聡*
ベッリーニ：歌劇「清教徒」愛しい乙女よ、あなたに愛を
　　　　　　アルトゥーロ：山本康寛*
ヴェルディ：歌劇「ナブッコ」行け、わが想いよ、黄金の翼に乗りて
チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」op.71a

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

Program

視
聴
券
ご
購
入
は
こ
ち
ら

■PIA LIVE STREAM（チケットぴあ）
　ライブ配信を実施します。また、終了後にアーカイブ（見逃し）配信を実施します。
　https://t.pia.jp/pia/events/pialivestream/
■Streaming＋（イープラス）
　公演を収録後、アーカイブ配信します（1月7日（木）配信開始）
　https://eplus.jp/sf/event/streaming

12月7日（月）10：00発売

１月１日（金）10：00発売

視聴券：2,000円（別途決済手数料等がかかります）

PIA LIVE STREAM Streaming+※視聴券配信期間等詳細はびわ湖ホールHPでお知らせします。
※視聴に関するお問合せや視聴券購入方法の詳細は各配信サイトHPにてご確認ください。

おすすめ
公演

PICK UP

おすすめ
公演

PICK UP

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当初の予定を変更して開催します。
※本公演は、イベント開催制限緩和を受け、収容人数の制限を解除しています。
※今年度のジルヴェスター合唱団・ファンファーレ隊の出演はありません。
※公演の様子を収録し、有料配信します。※6歳未満のお子さまは入場できません。

12月31日（木）15：00開演［大ホール］
SS席8,500（8,000）円　S席7,000（6,500）円　A席5,500（5,000）円
B席4,000円　C席3,000円　青少年（25歳未満）S～C席2,000円

指揮：阪 哲朗　ヴァイオリン：服部百音　司会：桂 米團治
独唱：八木寿子、清水徹太郎*、迎 肇聡*、山本康寛*
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：大阪交響楽団 ※指揮とヴァイオリンは当初予定の出演者から変更になりました。

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

チケット発売中!

ⒸTakashi ImaiⒸTakashi Imai

八木寿子（客演） 清水徹太郎 迎 肇聡 山本康寛

ⒸChihoko IshiiⒸChihoko Ishii

Stage No.269　2020年11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/
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（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
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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

※12/30（水）、1/1（金）～1/3（日）は休館。ただし、チケットセンターは12/30（水）電話のみ受付。12/31（木）は10：00～17：30営業。


