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ペーパーカット・写真：今森光彦

3/13（土） 友の会優先発売  3/20（土・祝） 一般発売

掲載内容は、2月4日（木）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。

2018年からスタートしたびわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典がプロデュースするクラシック音楽の祭典。
今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした、2020年度の小ホール公演を大ホールにて開催し、有料ライブ配信します。

近江の春
びわ湖クラシック音楽祭2021
～行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って～

５月１日（土）・2日（日）［大ホール］各公演一般1,500円　18歳以下1,000円　※3歳以上入場可
５月１日（土） ５月2日（日）

（ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』より）

最新情報は、近江の春 びわ湖クラシック音楽祭特設サイト　https://festival.biwako-hall.or.jp/をご覧ください。

上野耕平（サクソフォン）、山中惇史（ピアノ）
サックスで奏でるR.シュトラウス

R.シュトラウス：５つの歌曲 op.15より
　　　　　　　ヴァイオリン・ソナタ op.18　ほか

［曲目］

辻 彩奈（ヴァイオリン）、江口 玲（ピアノ）
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ 第18番
プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ 第２番

［曲目］

情熱のプロコフィエフ

藤原真理（チェロ）、倉戸テル（ピアノ）
ベートーヴェン：『魔笛』より「恋人か女房があれば」
　　　　　　　による変奏曲　ほか

［曲目］

至高のチェロ・ソナタ

高木綾子（フルート）
ドビュッシー：シリンクス
武満 徹：VOICE
ヴァスクス：鳥のいる風景　ほか

［曲目］

神秘の無伴奏

前橋汀子（ヴァイオリン）、松本和将（ピアノ）
マスネ：タイスの瞑想曲
サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ　ほか

［曲目］

踊るヴァイオリン

舘野 泉（ピアノ）
パブロ・エスカンデ：「悦楽の園」
新実徳英：「夢の王国」より　ほか

［曲目］

多彩なる左手の音楽 ２

栗原未和、黒田恵美、益田早織、森 季子
清水徹太郎、竹内直紀、五島真澄、松森 治

びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

河原忠之（ピアノ）
琵琶湖周航の歌、愛燦 （々信長貴富 編曲）　ほか［曲目］

わたしたちの愛唱歌
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上野耕平

辻 彩奈
©Makoto Kamiya

藤原真理
©Atsuya Iwashita

高木綾子
©FUMI

前橋汀子
©篠山紀信

舘野 泉
©Akira Muto

福川伸陽（ホルン）、山中惇史（ピアノ）
ベートーヴェン：ホルン・ソナタ  op.17
ツェルニー：アンダンテとポラッカ　ほか

［曲目］

ベートーヴェンとその高弟たち

児玉麻里（ピアノ）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第14番「月光」
　　　　　　　ピアノ・ソナタ 第21番「ワルトシュタイン」

［曲目］

いざ傑作の森へ！

石橋栄実（ソプラノ）、藤井快哉（ピアノ）
ベートーヴェン：『フィデリオ』より“もしあなたと一緒になれたなら”
プッチーニ：『ラ・ボエーム』より“私が街を歩くと”　ほか

［曲目］

もしあなたと一緒になれたなら

福原寿美枝（メゾソプラノ）、船橋美穂（ピアノ）
シューマン：女の愛と生涯 op.42
　　　　   メアリー・スチュワート女王の詩 op.135

［曲目］

女の想い～シューマン歌曲集

砂川涼子（ソプラノ）、河原忠之（ピアノ）
清水徹太郎（テノール/友情出演）

ロッシーニ：ヴェネツィアの競艇
ビゼー：『カルメン』より“何も恐くないといったけれど”　ほか

［曲目］

ベルカント！

黒田 博（バリトン）、河原忠之（ピアノ）
プッチーニ：『トスカ』より“もし誓った忠誠を裏切るとしたら”
ヴェルディ：『オテロ』より
　　　　　 “夜のことだった（カッシオの夢）”　ほか

［曲目］

悪役を歌う

田中信昭（指揮）
びわ湖ホール声楽アンサンブル、中嶋 香（ピアノ）

いとしのエリー、ひこうき雲（以上、篠田昌伸 編曲）
ヴェルディ：『ナブッコ』より
　　　　    “行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って”　ほか

［曲目］

生誕93年～田中信昭の至芸
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福川伸陽

児玉麻里
©Sergio Veranes

石橋栄実

福原寿美枝

砂川涼子
©Yoshinobu Fukaya

田中信昭
©駒崎共一

黒田 博

河原忠之
©K.Miura

清水徹太郎、竹内直紀、二塚直紀、山本康寛によって結成された「びわ湖ホール四大テノール」。オペラのソリストとして活躍
する歌手ならではのハイレベルな歌唱と、関西ならではの笑いをたっぷり交えた楽しいステージが日本中の客席を感動と
笑いの渦に巻き込んできました。専属ピアニストは植松さやか。

びわ湖ホール四大テノール

びわ湖ホール声楽アンサンブルで出会った4人の歌手で結成された「びわ湖ホール
四大テノール」。2020年4月、メンバーの二塚直紀さんが急逝されました。2010年
の結成から2020年まで、びわ湖ホール四大テノールが歩んできた10年を振り返る
展示を3月にびわ湖ホールメインロビーで予定しています。
そして3月28日にはメンバーが憧れてやまない大スター 福井 敬を迎えてコンサー
トを開催。テノールの明るい響きを存分にお届けします！
びわ湖ホール四大テノールは永遠に歌い続けます！

おすすめ公演 PICK UP

ォーエバーォーエバーォーエバーォーエバーォーエバーォーエバー
四大テノール四大テノール

びわ湖ホールびわ湖ホール

—二塚直紀くんに捧ぐ—
ウルトラ・スーパー・スペシャル・ゲスト  福井 敬

—二塚直紀くんに捧ぐ—
ウルトラ・スーパー・スペシャル・ゲスト  福井 敬

2010
“笑撃”のデビューはびわ湖
ホールのメインロビー！

2017
びわ湖ホール小ホールで新春
2days完売。関西元気文化圏賞
ニューパワー賞を受賞しました。

2018
初の単独東京公演（完売御礼）！ 
明るい歌声と関西の笑いをお届け。
（DVDにもなりました）

2019
念願のびわ湖ホール大ホールでコンサート！ 
滋賀県文化奨励賞を受賞。

2020
IL DEVUと共演（1月）。
結成10年目を前にコロナ禍、
かけがえのない仲間との別れ…

福井 敬

ウルトラ・スーパー・スペシャル・ゲスト：福井敬
出演：びわ湖ホール四大テノール、 植松さやか

3月28日（日）14：00開演［大ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円
青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

2021 大スター  福井 敬とともに一日限りのコンサートを開催します！

※2021年3月にびわ湖ホール四大テノールの公演展示を
　メインロビーで行う予定です。詳細が決まり次第HP等でお知らせします。

2011
期待にお応えして２度目の
メインロビー登場！

2012
初めての出演オファー、岐阜・サラマンカホールで新春コンサート！
そしてびわ湖ホール小ホールで単独コンサートが完売。
ジルヴェスター・コンサートではオーケストラをバックに熱唱しました。

2013
京都、滋賀、愛知…各地から続々出演オファーが！ 
やっちゃいます！ ご当地ネタ！！

2014
びわ湖ホール中ホールで、NHKクラ
シック倶楽部収録公演！ 東京でも演
奏し、四大テノールは全国区に⁉

2015
山本康寛イタリア留学へ…
でも四分の三大テノールで頑張ります。

2016
兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
2公演で3,500人を動員！！ 
NHK-FM「ベスト オブ クラシック」に出演。

ⓒ飯盛 隆

Stage No.272　2021年2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。
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　　（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https://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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お問い合わせ：シネマ・コンサートの会　090-8194-4804

※全席自由席

第13回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール
バーンスタイン＆ウィーン・フィル ベートーヴェン・シネコンサート
4月9日（金）11：30上映 交響曲第５番「運命」、第７番
                   14：00上映 交響曲第９番「合唱付き」　［小ホール］
通し券4,500円　バラ券2,500円（当日2,800円）

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

しがぎんホール・コンサートシリーズ2020-21
vol.4　ベートーヴェン　ピアノ三重奏曲「大公」演奏会
4月2日（金）19：00開演［小ホール］ 一般3,500円　学生2,000円

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）

びわ湖ホールと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！
びわ湖ホールと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～

2020年

視聴はYouTubeびわ湖ホール公式チャンネルから→

びわ湖ホール声楽アンサンブルの歌声を国内外へ発信するPR動画を
作成しました。動画では、以前開催し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
・11月14日　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

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 声 楽 

びわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典が手掛ける人気シリーズ第5弾！
日本合唱音楽の「古典」として愛され、未来に歌い継いでいきたい名曲の
数 を々、びわ湖ホール声楽アンサンブルの歌声でお届けします。

［曲目］髙田三郎：混声合唱組曲「水のいのち」
三善 晃：混声合唱のための「地球へのバラード」
湯山 昭：よろこびの歌
小林秀雄：落葉松
冨田 勲：ともしびを高くかかげて
荻久保和明：混声合唱曲「季節へのまなざし」

指  揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ピアノ：渡辺治子

※会場を小ホールから大ホールに変更して開催します。

日本合唱音楽の古典Ⅴ

3月27日（土）14：00開演［大ホール］
一般3,000（2,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

びわ湖ホール声楽アンサンブル　第72回定期公演

第60回定期公演
「日本合唱音楽の古典Ⅳ」より

声 楽 

迎 肇聡

［曲目］湯山 昭：電話
山田耕筰：あわて床屋
木下牧子：歌曲集「父の唄」　ほか

びわ湖ホール声楽アンサンブル出身の迎 肇聡が登
場！ 艶やかな歌声で「日本のうた」をお届けします。

3月14日（日）14：00開演［小ホール］
一般1,000円

気軽にクラシック26

魅惑のバリトン　迎 肇聡
むかい　ただ　とし

ピアノ：關口康祐
せきぐち

ワーグナー作曲 『ローエングリン』
（セミ・ステージ形式／ドイツ語上演・日本語字幕付）

全3幕
新制作

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ステージング：粟國 淳　管弦楽：京都市交響楽団

びわ湖リング（ワーグナーの大作《ニー
ベルングの指環》四部作）を4年かけ
て完結し、次なる新制作は『ローエン
グリン』！  びわ湖ならではのキャストを
揃え、粟國 淳のステージングで、“創
造する劇場”として世界に発信する舞
台を創り上げます。

3月6日（土）・7日（日）両日とも14：00開演［大ホール］
S席11,000（10,000）円　A席9,000（8,000）円　B席6,000円　
U30席3,000円　U24席2,000円　※C席取扱終了
SS席20,000円〈うち寄付金5,000円〉 青少年割引当日券

粟國 淳

びわ湖ホール プロデュースオペラ
助成：公益財団法人花王芸術・科学財団、公益財団法人三菱UFJ信託芸術文化財団

※セミ・ステージ形式・・・演奏会形式に照明など演出効果を加えた上演形式。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、上演形式を変更しました。

※上演形式の変更に伴い、チケット料金を変更しました。

沼尻竜典
ⒸRYOICHI ARATANI

福井 敬 びわ湖ホール四大テノール
出演：福井 敬（テノール）
　　  びわ湖ホール四大テノール（清水徹太郎、竹内直紀、山本康寛）
　　  植松さやか（ピアノ）

［曲目］琵琶湖周航の歌、オペラ・アリア、イタリアン・カンツォーネ　ほか

特別ゲストを迎えてお贈りする一日限りのコンサート。びわ湖ホール四大テ
ノールは歌い続けます。

お得に、より快適にびわ湖ホールの公演をお楽しみいただける会員制度で
す。公演の情報をいち早く知ることができ、チケットの優先発売を利用するこ
とができます。目的に合わせた３つのプランをご用意しています。

シアターメイツとは、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
くための会員制度です。優待公演やイベントなどの会員特典も盛りだくさん! 
６歳から１８歳までの方ならどなたでも無料で入会していただけます。

びわ湖ホール四大テノール・フォーエバー
～二塚直紀くんに捧ぐ～
ウルトラ・スーパー・スペシャル・ゲスト　福井 敬

3月28日（日）14：00開演［大ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円
青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

2018年度「成果発表公演」より

舞台芸術を担う人材の育成を目指し
て開催する「舞台技術研修」。研修の
成果発表として、今回は世界中の子
どもたちに愛される、児童小説より『不
思議の国のアリス』をお贈りします。

ミュージカル「不思議の国のアリス」

3月20日（土・祝）
14：00開演［中ホール］
大人1,000円　子ども（4歳～中学生）500円

舞台技術研修～人材育成講座～「成果発表公演」 助成：一般財団法人 地域創造

藤岡幸夫

過去の公演より「指揮者体験コーナー」

［曲目］グリンカ：歌劇『ルスランとリュドミラ』より序曲
ジョン・ウィリアムズ：映画「スター・ウォーズ」より
　　　　　　　　　 “ダース・ベイダーのテーマ”
ビゼー：「カルメン」組曲　　ほか

指揮：藤岡幸夫　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

子どもから大人まで楽しみながら学べるオーケストラ入門シ
リーズ！ 日本を代表する指揮者 藤岡幸夫と関西フィルハー
モニー管弦楽団がぜひ聴いてもらいたい名曲をお贈りします。
公演後はオーケストラが大好きになること間違いなし！

「オーケストラの仕事」

3月21日（日）
14：00開演［大ホール］
大人2,000円
子ども（４歳～中学生）1,000円

子どものための管弦楽教室 4歳から
入場
できます

4歳から
入場
できます

声 楽 

○ｃ飯田佳奈子
びわ湖ホールシアターメイツ特別顧問
にゃんばら先生

びわ湖ホール 友の会 会 員 募 集

プラン１ 一般会員
個人様向けのお得なプラン。チケットを早くお得に手に入れたいけど、
年会費は抑えたい方におすすめ。
■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター　077-523-7136

特典１ 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からさらに半額で
ご鑑賞いただけます。

特典２ 限定イベントにご招待
オペラ稽古の見学会など、楽しい限定イベントにご参加いただけます。

特典３ 劇場を楽しむためのオリジナルブックをプレゼント
鑑賞中のマナーやびわ湖ホールの舞台・公演についてよくわかる
「劇場マスターブック」をプレゼント。

プラン２ サポート会員
個人・法人様向けのプラン。主催公演へのご招待やオペラ公演ゲネプロ
のご鑑賞を楽しみたい方におすすめ。
■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター　077-523-7136

プラン３ 特別会員
個人・法人様向けの特別プラン。社会貢献活動や広告媒体のひとつとした
い方、プロデュースオペラなど多くの公演を深く楽しみたい方におすすめ。
■お問い合わせ　びわ湖芸術文化財団 法人本部 営業部　077-523-7140

入会方法
インターネット（https://www.biwako-hall.or.jp/member/tomonokai/）
またはびわ湖ホールチケットセンター窓口にてご入会ください。
特別会員のご入会については、法人本部 営業部にお問合せください。

入会方法
６歳以上18歳以下の方ならどなたでも入会いただけます。
次のいずれかの方法でお申込みください。
①インターネット（https://www.biwako-hall.or.jp/member/theatermates/）
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・メールアドレスを
　書いて「びわ湖ホール  シアターメイツ係」宛へ郵送
③直接チケットセンター窓口へ

会員
大募集!

■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター TEL：077-523-7136
　　　　　　　　（10：00~19：00/火曜休業※休日の場合は翌日）

今月号のおすすめ公演！ 詳細は4面へ

視聴券販売情報！

視聴券：500円（別途決済手数料等がかかります）
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※視聴券配信期間等詳細はびわ湖ホールHPをご覧ください。
※視聴に関するお問合わ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。
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　https://w.pia.jp/t/biwakohall-alice/
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有料ライブ配信決定！
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公演の模様を有料ライブ配信いたします。詳細は決まり次第
HP等でお知らせします。速報

『ローエングリン』をもっと楽しもう！ 公演関連企画♪
３月７日（日）10：30～　演出家がお話をします。
参加費：1,000円（事前申込不要、公演チケット提示の方は無料）オペラ・ワークショップ

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

〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地
TEL（0749）23-3111  FAX（0749）23-3118
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お問い合わせ：シネマ・コンサートの会　090-8194-4804

※全席自由席

第13回シネマ・コンサートの会inびわ湖ホール
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PR動画「びわ湖ホールからの贈りもの」を配信中！
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気軽にクラシックシリーズ 声 楽 
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日本合唱音楽の「古典」として愛され、未来に歌い継いでいきたい名曲の
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日本合唱音楽の古典Ⅴ

3月27日（土）14：00開演［大ホール］
一般3,000（2,500）円　青少年（25歳未満）1,500円
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「日本合唱音楽の古典Ⅳ」より

声 楽 
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次のいずれかの方法でお申込みください。
①インターネット（https://www.biwako-hall.or.jp/member/theatermates/）
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・メールアドレスを
　書いて「びわ湖ホール  シアターメイツ係」宛へ郵送
③直接チケットセンター窓口へ

会員
大募集!

■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター TEL：077-523-7136
　　　　　　　　（10：00~19：00/火曜休業※休日の場合は翌日）

今月号のおすすめ公演！ 詳細は4面へ

視聴券販売情報！

視聴券：500円（別途決済手数料等がかかります）
発売日：3月1日（月）10：00～　配信日：3月26日（金）10：00～

※視聴券配信期間等詳細はびわ湖ホールHPをご覧ください。
※視聴に関するお問合わ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。

■PIA LIVE STREAM（チケットぴあ）
　https://w.pia.jp/t/biwakohall-alice/
■Streaming＋（イープラス）
　https://eplus.jp/aaiw-st/

PIA LIVE STREAM Streaming+

公演の模様をアーカイブ（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。速報

有料ライブ配信決定！

視聴券：各日3,000円

公演の模様を有料ライブ配信いたします。詳細は決まり次第
HP等でお知らせします。速報

『ローエングリン』をもっと楽しもう！ 公演関連企画♪
３月７日（日）10：30～　演出家がお話をします。
参加費：1,000円（事前申込不要、公演チケット提示の方は無料）オペラ・ワークショップ

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

〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地
TEL（0749）23-3111  FAX（0749）23-3118
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ペーパーカット・写真：今森光彦

3/13（土） 友の会優先発売  3/20（土・祝） 一般発売

掲載内容は、2月4日（木）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。

2018年からスタートしたびわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典がプロデュースするクラシック音楽の祭典。
今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした、2020年度の小ホール公演を大ホールにて開催し、有料ライブ配信します。

近江の春
びわ湖クラシック音楽祭2021
～行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って～

５月１日（土）・2日（日）［大ホール］各公演一般1,500円　18歳以下1,000円　※3歳以上入場可
５月１日（土） ５月2日（日）

（ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』より）

最新情報は、近江の春 びわ湖クラシック音楽祭特設サイト　https://festival.biwako-hall.or.jp/をご覧ください。

上野耕平（サクソフォン）、山中惇史（ピアノ）
サックスで奏でるR.シュトラウス

R.シュトラウス：５つの歌曲 op.15より
　　　　　　　ヴァイオリン・ソナタ op.18　ほか

［曲目］

辻 彩奈（ヴァイオリン）、江口 玲（ピアノ）
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ 第18番
プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ 第２番

［曲目］

情熱のプロコフィエフ

藤原真理（チェロ）、倉戸テル（ピアノ）
ベートーヴェン：『魔笛』より「恋人か女房があれば」
　　　　　　　による変奏曲　ほか

［曲目］

至高のチェロ・ソナタ

高木綾子（フルート）
ドビュッシー：シリンクス
武満 徹：VOICE
ヴァスクス：鳥のいる風景　ほか

［曲目］

神秘の無伴奏

前橋汀子（ヴァイオリン）、松本和将（ピアノ）
マスネ：タイスの瞑想曲
サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ　ほか

［曲目］

踊るヴァイオリン

舘野 泉（ピアノ）
パブロ・エスカンデ：「悦楽の園」
新実徳英：「夢の王国」より　ほか

［曲目］

多彩なる左手の音楽 ２

栗原未和、黒田恵美、益田早織、森 季子
清水徹太郎、竹内直紀、五島真澄、松森 治

びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

河原忠之（ピアノ）
琵琶湖周航の歌、愛燦 （々信長貴富 編曲）　ほか［曲目］

わたしたちの愛唱歌
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上野耕平

辻 彩奈
©Makoto Kamiya

藤原真理
©Atsuya Iwashita

高木綾子
©FUMI

前橋汀子
©篠山紀信

舘野 泉
©Akira Muto

福川伸陽（ホルン）、山中惇史（ピアノ）
ベートーヴェン：ホルン・ソナタ  op.17
ツェルニー：アンダンテとポラッカ　ほか

［曲目］

ベートーヴェンとその高弟たち

児玉麻里（ピアノ）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第14番「月光」
　　　　　　　ピアノ・ソナタ 第21番「ワルトシュタイン」

［曲目］

いざ傑作の森へ！

石橋栄実（ソプラノ）、藤井快哉（ピアノ）
ベートーヴェン：『フィデリオ』より“もしあなたと一緒になれたなら”
プッチーニ：『ラ・ボエーム』より“私が街を歩くと”　ほか

［曲目］

もしあなたと一緒になれたなら

福原寿美枝（メゾソプラノ）、船橋美穂（ピアノ）
シューマン：女の愛と生涯 op.42
　　　　   メアリー・スチュワート女王の詩 op.135

［曲目］

女の想い～シューマン歌曲集

砂川涼子（ソプラノ）、河原忠之（ピアノ）
清水徹太郎（テノール/友情出演）

ロッシーニ：ヴェネツィアの競艇
ビゼー：『カルメン』より“何も恐くないといったけれど”　ほか

［曲目］

ベルカント！

黒田 博（バリトン）、河原忠之（ピアノ）
プッチーニ：『トスカ』より“もし誓った忠誠を裏切るとしたら”
ヴェルディ：『オテロ』より
　　　　　 “夜のことだった（カッシオの夢）”　ほか

［曲目］

悪役を歌う

田中信昭（指揮）
びわ湖ホール声楽アンサンブル、中嶋 香（ピアノ）

いとしのエリー、ひこうき雲（以上、篠田昌伸 編曲）
ヴェルディ：『ナブッコ』より
　　　　    “行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って”　ほか

［曲目］

生誕93年～田中信昭の至芸
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福川伸陽

児玉麻里
©Sergio Veranes

石橋栄実

福原寿美枝

砂川涼子
©Yoshinobu Fukaya

田中信昭
©駒崎共一

黒田 博

河原忠之
©K.Miura

清水徹太郎、竹内直紀、二塚直紀、山本康寛によって結成された「びわ湖ホール四大テノール」。オペラのソリストとして活躍
する歌手ならではのハイレベルな歌唱と、関西ならではの笑いをたっぷり交えた楽しいステージが日本中の客席を感動と
笑いの渦に巻き込んできました。専属ピアニストは植松さやか。

びわ湖ホール四大テノール

びわ湖ホール声楽アンサンブルで出会った4人の歌手で結成された「びわ湖ホール
四大テノール」。2020年4月、メンバーの二塚直紀さんが急逝されました。2010年
の結成から2020年まで、びわ湖ホール四大テノールが歩んできた10年を振り返る
展示を3月にびわ湖ホールメインロビーで予定しています。
そして3月28日にはメンバーが憧れてやまない大スター 福井 敬を迎えてコンサー
トを開催。テノールの明るい響きを存分にお届けします！
びわ湖ホール四大テノールは永遠に歌い続けます！

おすすめ公演 PICK UP

ォーエバーォーエバーォーエバーォーエバーォーエバーォーエバー
四大テノール四大テノール

びわ湖ホールびわ湖ホール

—二塚直紀くんに捧ぐ—
ウルトラ・スーパー・スペシャル・ゲスト  福井 敬

—二塚直紀くんに捧ぐ—
ウルトラ・スーパー・スペシャル・ゲスト  福井 敬

2010
“笑撃”のデビューはびわ湖
ホールのメインロビー！

2017
びわ湖ホール小ホールで新春
2days完売。関西元気文化圏賞
ニューパワー賞を受賞しました。

2018
初の単独東京公演（完売御礼）！ 
明るい歌声と関西の笑いをお届け。
（DVDにもなりました）

2019
念願のびわ湖ホール大ホールでコンサート！ 
滋賀県文化奨励賞を受賞。

2020
IL DEVUと共演（1月）。
結成10年目を前にコロナ禍、
かけがえのない仲間との別れ…

福井 敬

ウルトラ・スーパー・スペシャル・ゲスト：福井敬
出演：びわ湖ホール四大テノール、 植松さやか

3月28日（日）14：00開演［大ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円
青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

2021 大スター  福井 敬とともに一日限りのコンサートを開催します！

※2021年3月にびわ湖ホール四大テノールの公演展示を
　メインロビーで行う予定です。詳細が決まり次第HP等でお知らせします。

2011
期待にお応えして２度目の
メインロビー登場！

2012
初めての出演オファー、岐阜・サラマンカホールで新春コンサート！
そしてびわ湖ホール小ホールで単独コンサートが完売。
ジルヴェスター・コンサートではオーケストラをバックに熱唱しました。

2013
京都、滋賀、愛知…各地から続々出演オファーが！ 
やっちゃいます！ ご当地ネタ！！

2014
びわ湖ホール中ホールで、NHKクラ
シック倶楽部収録公演！ 東京でも演
奏し、四大テノールは全国区に⁉

2015
山本康寛イタリア留学へ…
でも四分の三大テノールで頑張ります。

2016
兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
2公演で3,500人を動員！！ 
NHK-FM「ベスト オブ クラシック」に出演。

ⓒ飯盛 隆

Stage No.272　2021年2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https://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


