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タンポポの花にやってきたヤマトシジミ（今森光彦）

掲載内容は、4月7日（水）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。

5/7（金） 友の会優先発売  5/9（日） 一般発売

オペラ・バレエ・古典芸能を一人の講師により横断的に解説し、皆様をより幅
広いジャンルにいざなう講座シリーズの第3弾!直近の公演の予習としても最適
な内容を予定。3回通し参加がおすすめです。

～オペラ・古典芸能・バレエ～
初心者向け・トライアングル講座vol.3

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HP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

応募締切 5月28日（金）当日消印有効

全3回通し券3,000円／1回券（当日残席がある場合のみ販売）1,500円　※全席自由席

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♪

講師：青山登志和（元フジテレビ・プロデューサー）
①オペラ編  6月  6日（日）14：00～16：30
②バレエ編  7月11日（日）14：00～16：30
③古典芸能編 2022年1月16日（日）14：00～16：30
［リハーサル室］

朗読劇として新制作するロシア演劇の名作「かもめ」の出演者を公募します。年齢・性
別・障がいの有無等に関わらず、どなたでもご応募いただけます。稽古を通して、プロの
俳優とともに一つの作品をつくってみませんか？詳しくは募集チラシ、びわ湖ホールHPを
ご覧ください。

文化芸術×共生社会フェスティバル
朗読劇「かもめ」 出演者募集

公演日：2022年2月13日（日）［中ホール］

公演日：１１月21日（日）［小ホール］

お問い合わせ：びわ湖ホール事業部 TEL.077-523-7150（10：00～17：00、火曜日休館・休日の場合は翌日）
https://www.biwako-hall.or.jp/

演出：松本 修（近畿大学文芸学部教授、MODE主宰）

参加費無料 応募締切 8月20日（金）当日消印有効

数々の一流アーティストが演奏してきたびわ湖ホール 小
ホールで、お気に入りの曲を演奏してみませんか？「アン
サンブルの楽しみ」に出演する方を募集します。趣味で演
奏を楽しむ方、音楽家を夢見るお子さま、プロの演奏家
の方、「音楽」を愛する人ならどなたでもご応募いただけま
す。詳しくは募集チラシ、びわ湖ホールHPをご覧ください。

アンサンブルの楽しみ
～演奏家のつどい～ vol.13 出演者募集

昨年の様子

応募締切 7月9日（金）必着参加費無料

開講日：8月10日（火）～12日（木）［大ホール］

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。その模様をより鮮明な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

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



チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

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　一般1,500円　18歳以下1,000円　※3歳以上入場可

〈
関
連
公
演
〉

５月１日（土）・５月2日（日）［大ホール］

（ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』より）

最新情報はこちら↑

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のため中
止と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
自宅などどこからでも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。

4月よりびわ湖ホール声楽アンサンブルに新メンバーが3名加わりました！

びわ湖ホール声楽アンサンブル 新メンバー紹介

チケット：各公演とも一般1,000円、18歳以下500円　3歳以上入場可（自由席）
●びわ湖ホール声楽アンサンブル "春"をおくるコンサート

チケット取扱：草津アートセンター　077-561-6100
4月24日（土）草津市立草津クレアホール草津公演

チケット取扱：東近江市あかね文化ホール　0748-55-0207
4月25日（日）東近江市あかね文化ホール東近江公演

チケット：一般2,000円　青少年（25歳未満）1,500円　小学生以上入場可
●びわ湖ホール声楽アンサンブル＆男声フォレスタ～音楽の環シリーズ～

チケット取扱：滋賀県立文化産業交流会館　0749-52-5111
4月29日（木・祝）文化産業交流会館イベントホール米原公演

パンドラの鐘演 劇 

門脇 麦 金子大地

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

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

日本を代表する劇作家・野田秀樹の1990年代の
名作を、気鋭の演出家・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。

共
　催

協
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お問い合わせ：センチュリー・チケットサービス　06-6848-3311

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
指揮：秋山和慶　ヴァイオリン：竹澤恭子

出演：本山秀毅、びわ湖ホール声楽アンサンブル　ほか

4/22（木）友の会優先発売　4/26（月）一般発売

お問い合わせ：一般社団法人文化農場（ながらの座・座）090-8576-7999

≪音の三井寺・その壱≫洋の東西、聖俗を超えて ―うたの邂逅―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の取扱は終了しました。
一般5,000円　学生（25歳以下）2,000円（入山料含む）※全席自由

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

・  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

表紙写真を手がけていただいている写真家の今森光彦さんより、コメントを
いただきました。今月より季節の写真シリーズが始まります！

長年にわたって琵琶湖水系を見つめてきました。テーマは、そこに息づく自
然と人との関わりです。その発信基地になっているのが、大津市郊外にある
棚田の一角。ここにアトリエを構えたのは、30数年前のこと。荒れた農地を
開墾して今ではミニ里山ができあがりました。そんな長閑な里から季節の写
真をお贈りしたいと思います。

はじめまして! 愛知県名古屋市出身のソプラノ、山岸裕梨です! 今年度
から〝びわ湖ホール声楽アンサンブル〟のメンバーとして活動させてい
ただけること、大変光栄に思っています。豊かな自然と歴史あふれる滋
賀県で、五感を研ぎ澄ませながら、沢山のことを学んでいきたいです。

山岸裕梨（ソプラノ） Yamagishi Yuri

山岸裕梨

初めまして。4月より入団いたします坂田日生と申します。皆様と音楽
をともに出来る日を大変楽しみにしております。まだまだ未熟者では
ありますが、これから待ち受けている素晴らしい音楽環境の中で日々
励んでまいります。

坂田日生（アルト） Sakata Hinase

坂田日生

新メンバーの有本康人です。びわ湖ホール声楽アンサンブルは、以前
にご一緒したことがありました。その時からいつか自分もここに入りた
いと思っていたので、とても意気込んでおります。どうぞよろしくお願
いいたします。

有本康人（テノール） Arimoto Yasuto

有本康人

里山のアトリエから

今森光彦

助成：コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金

Stage No.274　2021年4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
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P びわ湖ホール駐車場
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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


