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部屋にいけたアジサイの花 （今森光彦）

掲載内容は、5月12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。

ビゼー作曲　歌劇 『カルメン』

ビゼー作曲　歌劇 『カルメン』

（        ）フランス語上演
日本語字幕付

全３幕

6/4（金） 友の会優先発売  6/6（日） 一般発売6/3（木） 友の会優先発売  6/5（土） 一般発売

世界的に人気の高いオペラ『カルメン』を新国立劇場と提
携して新制作版で上演します。2019年7月の『トゥーランドッ
ト』公演で話題となった演出家アレックス・オリエによる大胆
な発想とダイナミックな空間演出をどうぞお楽しみに!!

７月31日（土）・8月1日（日）14：00開演［大ホール］
SS席18,000（17,000）円　S席16,000（15,000）円　A席13,000（12,000）円
B席11,000（10,000）円　C席9,000（8,000）円　D席6,000円　E席4,000円
U30席（30歳以下）3,000円　U24（24歳以下）2,000円
２公演セット券（S席）30,000（28,000）円 青少年割引当日券

今夏の公演に先がけて、演奏も交えて聴きどころや見どころをたっぷりとご紹介！

沼尻竜典オペラセレクション

沼尻竜典オペラセレクション

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演出：アレックス・オリエ

合　唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　　  新国立劇場合唱団
児童合唱：大津児童合唱団
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

［キャスト］
カルメン 谷口睦美 山下牧子
ドン・ホセ 清水徹太郎 村上敏明
エスカミーリョ 森口賢二 須藤慎吾
ミカエラ 砂川涼子 石橋栄実　ほか

７月31日（土） 8月1日（日）

小曽根 真
日本を代表するジャズピアニストであり、クラシック
の演奏でも評価を受ける小曽根 真が繰り広げ
る究極のソロ・ライブ！
2021年3月に60歳を迎えたOZONEの節目に
ふさわしいステージをお楽しみに！

大人の楽しみ方29

アレックス・オリエ７月１７日（土）17：00開演［大ホール］
S席6,000（5,500）円　A席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

小曽根 真

©Kazuyoshi Shimomura
（AGENCE HIRATA）

新国立劇場提携公演『トゥーランドット』
写真提供：新国立劇場

60th Birthday Solo
OZONE 60 
Classic × Jazz

プレトーク・マチネ 入場無料・事前申込不要

5月29日（土）11：00～12：30［小ホール］
出演：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）、岡田暁生（京都大学教授）
演奏：森 季子*（カルメン／メゾソプラノ）、清水徹太郎*（ホセ／テノール）
　　  迎 肇聡*（エスカミーリョ／バリトン）、梁川夏子（ピアノ）
司会：藤野一夫（芸術文化観光専門職大学副学長/神戸大学名誉教授）

*…びわ湖ホール声楽
    アンサンブル・
　 ソロ登録メンバー

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

〒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/

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂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 募 集 中！募 集 中！
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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（2,000）円　車いす席1,500（1,000）円

指揮：秋山和慶　ヴァイオリン：竹澤恭子
［曲目］ブラームス　ヴァイオリン協奏曲、交響曲第1番

出演：本山秀毅、びわ湖ホール声楽アンサンブル　ほか

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

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］
オーディション日：7月24日（土）

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）

公演日：１１月21日（日）［小ホール］
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
に入りの曲をお客様の前で演奏しま
せんか？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、
「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

応募締切 5月28日（金）必着参加費無料

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』を指揮する受講者を募
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

開講日：8月10日（火） 13：00～17：00
　　　 8月11日（水） 13：00～17：00
　　　 8月12日（木） 11：00～17：00  ［大ホール］

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）

オペラ・バレエ・古典芸能を横断的に解説。海外オペラ・バレエの招聘や、
様々な舞台芸術公演を数多く手がけてきた講師が皆様をより幅広いジャンル
にいざないます。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・バレエ・古典芸能～
初心者向け・トライアングル講座vol.3

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

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］

［司会］
中谷 満（相愛大学、相愛大学大学院研究科教授）
［ゲストプレーヤー］
和谷泰扶（ハーモニカ）、松尾俊介（ギター）

詳しくは
こちら！▶

Stage No.275　2021年5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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　　（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


