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ペーパーカット・写真：今森光彦

掲載内容は、3月5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。

4/22（木） 友の会優先発売  4/26（月） 一般発売4/1（木） 友の会優先発売  4/3（土） 一般発売

門脇 麦 金子大地松下優也 緒川たまき

日本センチュリー交響楽団
びわ湖定期公演 vol.14

７月２２日（木・祝）15：00開演［大ホール］
S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500円
主催：公益財団法人日本センチュリー交響楽団

作：野田秀樹　演出：熊林弘高
出演：門脇 麦、金子大地、松尾 諭、柾木玲弥、松下優也、緒川たまき　ほか

日本を代表する劇作家・野田秀樹の1990年代の名作を、気鋭演出家・
熊林弘高の新演出で上演します。太平洋戦争開戦前夜の長崎で発掘
された、土深く埋もれた巨大な古代の鐘。時空を超えて人々の思いを刻
み込む「パンドラの鐘」を巡り、現代と古代が交錯する物語を豪華キャスト
でお贈りします。

パンドラの鐘

昨年の様子

沼尻芸術監督が講師を務め
るオペラ指揮に特化した大人
気のセミナー。沼尻竜典の指
導を受け、プロの管弦楽、歌
手たちを前に、ビゼー作曲『カ
ルメン』を指揮していただく
受講者を募集します。応募資
格・応募方法等、詳しくはホー
ムページをご覧ください。

沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅦ
～『カルメン』指揮法～　受講者募集！

募集期間 3月20日（土・祝）～5月28日（金）必着

５月９日（日）15：00開演［中ホール］
S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円 青少年割引当日券

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！

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（無料）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

公開予定の公演

・  １月28日　オペラへの招待　モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』
　　～31日　

2021年

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

・  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

［曲目］ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
　　　　　 交響曲 第１番 ハ短調 op.68

指揮：秋山和慶　ヴァイオリン：竹澤恭子

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス　06-6848-3311

共
　催

日本センチュリー交響楽団
©Masaharu Eguchi©Masaharu Eguchi

みんなで音楽会へ出かけよう!
びわ湖ホール声楽アンサンブル 2月21日（日）に開催した公演の模様を

YouTubeにて無料配信しています。
視聴はYouTubeびわ湖ホール公式チャンネルから→

無料動画配信中♪

2021年3月をもって、船越亜弥、蔦谷明夫、
坂東達也の3名が専属活動期間を終了します。
思い出の公演写真とともにこれまでを

振り返ります。

日本合唱音楽の古典Ⅴびわ湖ホール声楽アンサンブル
第72回定期公演

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。

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

チケット
好評発売中！

　3年間この素晴らしいホールにて様々な経験
が出来ました。オペラの教養が乏しい私にとっ
て、ここでの経験は一生の財産となるものばか
りです。今後はフリーランスの演奏家として、関
西を中心に幅広く活動していきます。びわ湖
ホールを通して出会った方々とまたどこかでお
会い出来る日を楽しみにしております。ぼくは無
駄に存在感だけ強いのですぐ見つけられると思
うので、気軽に声をかけてくださいね！ コロナウ
イルス感染症が猛威を振るうなか、音楽の力が
少しでも皆さんに元気と幸せをもたらしますように。

坂東達也（テノール） Bando Tatsuya

2018年９月
オペラへの招待『ドン・ジョヴァンニ』

ドン・オッターヴィオ役

　月並みな言葉ではありますが、あっと
いう間の3年間でした。今までの人生の
中で最も充実した日々であったと言って
も過言ではないと思います。そして、そ
の全てが自分にとって大切な思い出で
す。多くの演奏会が中止せざるを得ない
状況のなか、試行錯誤の末にお客様の
前で演奏が叶い、温かな拍手を頂けた時の感動は一生忘れることがない
でしょう。音楽はどんな時も決して不要とされるようなものではありませ
ん。最後の1年間はその事を強く強く意識することになりました。まだまだ
暗い世の中ではありますが、せめて楽しい音楽を今後ともお届けできま
すように。最後ではありますが、3年間ありがとうございました。

蔦谷明夫（テノール） Tsutaya Akio

2019年９月
東京公演 vol.11 合唱劇「かなしみはちからに、」

　「これに受からなければ、潔
く歌を辞めよう。」そう心に決
めてオーディションを受けたの
が５年前。それまでのアルバイ
ト漬けの生活が一転し、合唱か
らオペラまで次々にこなす苦
しくも幸せな日々は、あっとい
う間に終わりが来てしまいまし
た。入団してすぐに怪我をし、
その後入院と手術など、多々
ご迷惑をおかけしたこともあ
り、尚更他の誰よりも仕事に対し誠実に責任を持って取り組まな
ければと、頑張ってきたつもりです。
　壁に何度もぶつかりながらも５年間を全う出来たのは、ホール
や先生方、仲間、家族、そして、何よりもお客様の応援や支援があっ
たからこそです。この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

船越亜弥（ソプラノ） Funakoshi Aya

2021年１月 オペラへの招待『魔笛』パミーナ役

びわ湖ホール
声楽アンサンブル
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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・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



清水徹太郎

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演 チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

協
力
公
演

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

お問い合わせ：ながらの座・座　090-8576-7999

≪音の三井寺・その壱≫天台声明とイタリア古典歌曲

6月5日（土）14：00/18：00開演［三井寺・光浄院客殿］
※びわ湖ホールチケットセンターでは窓口販売で現金のみの取扱い。 ※学生券はびわ湖ホールチケットセンターでの取扱いはありません。

一般5,000円
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル　ほか

一般発売3月27日（土）

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）

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。
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

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。

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

３月２０日（土・祝）に開催した公演
の模様を有料配信（アーカイブ配
信）します。スマートフォンやパソコン
で何度でもコンサートの模様を視聴
できます。

ミュージカル「不思議の国のアリス」
視聴券発売中！

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

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

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
シアターメイツだけを対象とした、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。

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。
①～③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/火曜休館※休日の場合は翌日）

配信公演：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」
視聴券：500円（別途決済手数料等がかかります）
視聴券販売期間：３月31日（水）20：00まで
視聴可能期間：３月26日（金）10：00～３月31日（水）23：59まで

※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+

2018年度より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した昨年度公演の一部を、会場を大ホールに移して開催します。また、ご自宅などからお楽しみいただける有
料ライブ配信も実施します。２年ぶりの音楽祭を存分にご堪能ください。

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～

各公演とも［大ホール］一般1,500円　18歳以下1,000円　※３歳以上入場可

５月１日（土）

（ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』より）

最新情報は音楽祭特設ページをご覧ください。
（https://festival.biwako-hall.or.jp/）

３月27日まではびわ湖ホールメインロビーにて、28日公演日には大ホールホワ
イエにて「びわ湖ホール四大テノール」のパネル展示を行っています。四大テ
ノールが歩んできた10年間の振り返りや、メッセージボードを設置しています。
びわ湖ホールにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

びわ湖ホール四大テノール・フォーエバー展を開催中！

有料ライブ配信を行います
視聴券購入方法等については、音楽祭特設ページをご覧ください。
１日視聴券：3,000円（各日とも）　全公演視聴券：5,000円

LIVELIVE

上野耕平 山中惇史

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

1-L-1 10：00～ 10：40

江口 玲

©小林邦寿
kunihisa kobayashi

辻 彩奈（ヴァイオリン）、江口 玲（ピアノ）
情熱のプロコフィエフ

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

1-L-2 11：20～ 12：00

倉戸テル

藤原真理（チェロ）、倉戸テル（ピアノ）
至高のチェロ・ソナタ

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

1-L-3 12：40～ 13：20

松本和将

前橋汀子（ヴァイオリン）、松本和将（ピアノ）
踊るヴァイオリン

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

1-L-5 15：30～ 16：10

舘野 泉（ピアノ）
多彩なる左手の音楽 ２

パブロ・エスカンデ：『悦楽の園』　
新実徳英：『夢の王国』より　ほか

1-L-6 17：00～ 17：40
びわ湖ホール声楽アンサンブル・
ソロ登録メンバー
　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
河原忠之（ピアノ）

わたしたちの愛唱歌

琵琶湖周航の歌、
愛燦 （々信長貴富編曲） ほか

1-L-7 18：20～ 19：00

高木綾子（フルート）
神秘の無伴奏

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

1-L-4 14：10～ 14：50

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

河原忠之
©K.Miura

松森 治五島真澄竹内直紀清水徹太郎

森 季子益田早織黒田恵美栗原未和

河原忠之
©K.Miura

５月2日（日）

山中惇史

福川伸陽（ホルン）、山中惇史（ピアノ）
ベートーヴェンとその高弟たち

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

2-L-1 10：00～ 10：40

児玉麻里（ピアノ）
いざ傑作の森へ！

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」

2-L-2 11：20～ 12：00

石橋栄実（ソプラノ）、藤井快哉（ピアノ）
もしあなたと一緒になれたなら

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

2-L-3 12：40～ 13：20

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）

ベルカント！

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

2-L-5 15：30～ 16：10

黒田 博（バリトン）、河原忠之（ピアノ）
悪役を歌う

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

2-L-6 17：00～ 17：40

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）

生誕93年～田中信昭の至芸

いとしのエリー、ひこうき雲（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

2-L-7 18：20～ 19：00

福原寿美枝（メゾソプラノ）、船橋美穂（ピアノ）
女の想い～シューマン歌曲集

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

2-L-4 14：10～ 14：50

福川伸陽 児玉麻里
©Sergio Veranes

藤井快哉石橋栄実 船橋美穂福原寿美枝

砂川涼子
©Yoshinobu Fukaya

中嶋 香田中信昭
©駒崎共一

びわ湖ホール声楽アンサンブル黒田 博

沼尻竜典
ⒸRYOICHI ARATANI

■入場無料（ただし、28日は公演チケットをお持ちの方のみご入場いただけます。）
■9：00~19：00（火曜休館※休日の場合は翌日）

［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」

からまつ

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



清水徹太郎

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演 チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

協
力
公
演

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

お問い合わせ：ながらの座・座　090-8576-7999

≪音の三井寺・その壱≫天台声明とイタリア古典歌曲

6月5日（土）14：00/18：00開演［三井寺・光浄院客殿］
※びわ湖ホールチケットセンターでは窓口販売で現金のみの取扱い。 ※学生券はびわ湖ホールチケットセンターでの取扱いはありません。

一般5,000円
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル　ほか

一般発売3月27日（土）

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）

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。
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

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。

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

３月２０日（土・祝）に開催した公演
の模様を有料配信（アーカイブ配
信）します。スマートフォンやパソコン
で何度でもコンサートの模様を視聴
できます。

ミュージカル「不思議の国のアリス」
視聴券発売中！

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

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

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
シアターメイツだけを対象とした、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。

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。
①～③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/火曜休館※休日の場合は翌日）

配信公演：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」
視聴券：500円（別途決済手数料等がかかります）
視聴券販売期間：３月31日（水）20：00まで
視聴可能期間：３月26日（金）10：00～３月31日（水）23：59まで

※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+

2018年度より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した昨年度公演の一部を、会場を大ホールに移して開催します。また、ご自宅などからお楽しみいただける有
料ライブ配信も実施します。２年ぶりの音楽祭を存分にご堪能ください。

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～

各公演とも［大ホール］一般1,500円　18歳以下1,000円　※３歳以上入場可

５月１日（土）

（ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』より）

最新情報は音楽祭特設ページをご覧ください。
（https://festival.biwako-hall.or.jp/）

３月27日まではびわ湖ホールメインロビーにて、28日公演日には大ホールホワ
イエにて「びわ湖ホール四大テノール」のパネル展示を行っています。四大テ
ノールが歩んできた10年間の振り返りや、メッセージボードを設置しています。
びわ湖ホールにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

びわ湖ホール四大テノール・フォーエバー展を開催中！

有料ライブ配信を行います
視聴券購入方法等については、音楽祭特設ページをご覧ください。
１日視聴券：3,000円（各日とも）　全公演視聴券：5,000円

LIVELIVE

上野耕平 山中惇史

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

1-L-1 10：00～ 10：40

江口 玲

©小林邦寿
kunihisa kobayashi

辻 彩奈（ヴァイオリン）、江口 玲（ピアノ）
情熱のプロコフィエフ

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

1-L-2 11：20～ 12：00

倉戸テル

藤原真理（チェロ）、倉戸テル（ピアノ）
至高のチェロ・ソナタ

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

1-L-3 12：40～ 13：20

松本和将

前橋汀子（ヴァイオリン）、松本和将（ピアノ）
踊るヴァイオリン

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

1-L-5 15：30～ 16：10

舘野 泉（ピアノ）
多彩なる左手の音楽 ２

パブロ・エスカンデ：『悦楽の園』　
新実徳英：『夢の王国』より　ほか

1-L-6 17：00～ 17：40
びわ湖ホール声楽アンサンブル・
ソロ登録メンバー
　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
河原忠之（ピアノ）

わたしたちの愛唱歌

琵琶湖周航の歌、
愛燦 （々信長貴富編曲） ほか

1-L-7 18：20～ 19：00

高木綾子（フルート）
神秘の無伴奏

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

1-L-4 14：10～ 14：50

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

河原忠之
©K.Miura

松森 治五島真澄竹内直紀清水徹太郎

森 季子益田早織黒田恵美栗原未和

河原忠之
©K.Miura

５月2日（日）

山中惇史

福川伸陽（ホルン）、山中惇史（ピアノ）
ベートーヴェンとその高弟たち

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

2-L-1 10：00～ 10：40

児玉麻里（ピアノ）
いざ傑作の森へ！

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」

2-L-2 11：20～ 12：00

石橋栄実（ソプラノ）、藤井快哉（ピアノ）
もしあなたと一緒になれたなら

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

2-L-3 12：40～ 13：20

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）

ベルカント！

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

2-L-5 15：30～ 16：10

黒田 博（バリトン）、河原忠之（ピアノ）
悪役を歌う

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

2-L-6 17：00～ 17：40

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）

生誕93年～田中信昭の至芸

いとしのエリー、ひこうき雲（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

2-L-7 18：20～ 19：00

福原寿美枝（メゾソプラノ）、船橋美穂（ピアノ）
女の想い～シューマン歌曲集

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

2-L-4 14：10～ 14：50

福川伸陽 児玉麻里
©Sergio Veranes

藤井快哉石橋栄実 船橋美穂福原寿美枝

砂川涼子
©Yoshinobu Fukaya

中嶋 香田中信昭
©駒崎共一

びわ湖ホール声楽アンサンブル黒田 博

沼尻竜典
ⒸRYOICHI ARATANI

■入場無料（ただし、28日は公演チケットをお持ちの方のみご入場いただけます。）
■9：00~19：00（火曜休館※休日の場合は翌日）

［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」

からまつ

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

掲載内容は、3月5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。

4/22（木） 友の会優先発売  4/26（月） 一般発売4/1（木） 友の会優先発売  4/3（土） 一般発売

門脇 麦 金子大地松下優也 緒川たまき

日本センチュリー交響楽団
びわ湖定期公演 vol.14

７月２２日（木・祝）15：00開演［大ホール］
S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500円
主催：公益財団法人日本センチュリー交響楽団

作：野田秀樹　演出：熊林弘高
出演：門脇 麦、金子大地、松尾 諭、柾木玲弥、松下優也、緒川たまき　ほか

日本を代表する劇作家・野田秀樹の1990年代の名作を、気鋭演出家・
熊林弘高の新演出で上演します。太平洋戦争開戦前夜の長崎で発掘
された、土深く埋もれた巨大な古代の鐘。時空を超えて人々の思いを刻
み込む「パンドラの鐘」を巡り、現代と古代が交錯する物語を豪華キャスト
でお贈りします。

パンドラの鐘

昨年の様子

沼尻芸術監督が講師を務め
るオペラ指揮に特化した大人
気のセミナー。沼尻竜典の指
導を受け、プロの管弦楽、歌
手たちを前に、ビゼー作曲『カ
ルメン』を指揮していただく
受講者を募集します。応募資
格・応募方法等、詳しくはホー
ムページをご覧ください。

沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅦ
～『カルメン』指揮法～　受講者募集！

募集期間 3月20日（土・祝）～5月28日（金）必着

５月９日（日）15：00開演［中ホール］
S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円 青少年割引当日券

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！

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（無料）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

公開予定の公演

・  １月28日　オペラへの招待　モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』
　　～31日　

2021年

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

・  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

［曲目］ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
　　　　　 交響曲 第１番 ハ短調 op.68

指揮：秋山和慶　ヴァイオリン：竹澤恭子

お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス　06-6848-3311

共
　催

日本センチュリー交響楽団
©Masaharu Eguchi©Masaharu Eguchi

みんなで音楽会へ出かけよう!
びわ湖ホール声楽アンサンブル 2月21日（日）に開催した公演の模様を

YouTubeにて無料配信しています。
視聴はYouTubeびわ湖ホール公式チャンネルから→

無料動画配信中♪

2021年3月をもって、船越亜弥、蔦谷明夫、
坂東達也の3名が専属活動期間を終了します。
思い出の公演写真とともにこれまでを

振り返ります。

日本合唱音楽の古典Ⅴびわ湖ホール声楽アンサンブル
第72回定期公演

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。

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

チケット
好評発売中！

　3年間この素晴らしいホールにて様々な経験
が出来ました。オペラの教養が乏しい私にとっ
て、ここでの経験は一生の財産となるものばか
りです。今後はフリーランスの演奏家として、関
西を中心に幅広く活動していきます。びわ湖
ホールを通して出会った方々とまたどこかでお
会い出来る日を楽しみにしております。ぼくは無
駄に存在感だけ強いのですぐ見つけられると思
うので、気軽に声をかけてくださいね！ コロナウ
イルス感染症が猛威を振るうなか、音楽の力が
少しでも皆さんに元気と幸せをもたらしますように。

坂東達也（テノール） Bando Tatsuya

2018年９月
オペラへの招待『ドン・ジョヴァンニ』

ドン・オッターヴィオ役

　月並みな言葉ではありますが、あっと
いう間の3年間でした。今までの人生の
中で最も充実した日々であったと言って
も過言ではないと思います。そして、そ
の全てが自分にとって大切な思い出で
す。多くの演奏会が中止せざるを得ない
状況のなか、試行錯誤の末にお客様の
前で演奏が叶い、温かな拍手を頂けた時の感動は一生忘れることがない
でしょう。音楽はどんな時も決して不要とされるようなものではありませ
ん。最後の1年間はその事を強く強く意識することになりました。まだまだ
暗い世の中ではありますが、せめて楽しい音楽を今後ともお届けできま
すように。最後ではありますが、3年間ありがとうございました。

蔦谷明夫（テノール） Tsutaya Akio

2019年９月
東京公演 vol.11 合唱劇「かなしみはちからに、」

　「これに受からなければ、潔
く歌を辞めよう。」そう心に決
めてオーディションを受けたの
が５年前。それまでのアルバイ
ト漬けの生活が一転し、合唱か
らオペラまで次々にこなす苦
しくも幸せな日々は、あっとい
う間に終わりが来てしまいまし
た。入団してすぐに怪我をし、
その後入院と手術など、多々
ご迷惑をおかけしたこともあ
り、尚更他の誰よりも仕事に対し誠実に責任を持って取り組まな
ければと、頑張ってきたつもりです。
　壁に何度もぶつかりながらも５年間を全う出来たのは、ホール
や先生方、仲間、家族、そして、何よりもお客様の応援や支援があっ
たからこそです。この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

船越亜弥（ソプラノ） Funakoshi Aya

2021年１月 オペラへの招待『魔笛』パミーナ役

びわ湖ホール
声楽アンサンブル

Stage No.273　2021年３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

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


