大 人の 楽し み方 32

ハーモニカとギターによる
超絶技巧の演奏をお楽しみください。

和谷泰扶＆松尾俊介
Watani Yasuo

Matsuo Shunsuke

ⒸAkira Muto

ⒸTakayuki Shimizu

─ P r o g r a m ─

J.S.バッハ：フルートと通奏低音のためのソナタ ホ短調 BWV 1034
F.P.シューベルト：アルペジョーネ・ソナタ D821より 第1楽章
P.サラサーテ：アンダルシアのロマンス
J.トゥリーナ：セビリア風幻想曲（ギター・ソロ）
A.ピアソラ：
『ブエノスアイレスの四季』より “ブエノスアイレスの冬”
A.ピアソラ：リベルタンゴ

10 23

2022年

月

日
（日）
14：00開演（13：30開場/15：40終演予定）
滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 小ホール
一般3,000円

青少年（25歳未満）1,500円 ［全席指定・税込］

〔チケット発売〕 ●一般発売／7月24日（日）10:00〜 ●友の会優先発売／7月22日（金）10:00〜（インターネット・チケット受付および電話受付のみ）
休日の場合は翌日、
8月13日㈯〜18日㈭は休館）
〔お問い合わせ〕 びわ湖ホールチケットセンター ☎077-523-7136
（10:00〜19:00 ※火曜日休館、
https://www.biwako-hall.or.jp/
主催：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
助成：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
第52回滋賀県芸術文化祭・びわ湖大津秋の音楽祭参加事業
び わ 湖 ホ ー ル オ フ ィ シ ャ ル ス ポ ン サ ー

ヒアリングループマーク
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和谷泰扶＆松尾俊介
Watani Yasuo

Matsuo Shunsuke

昨年びわ湖ホールで共演した二人が、再び小ホールに登場。クラシックからジャズ、
タンゴまで幅広い名曲を携え、唯一無二のアンサンブルをお贈りします。

和谷泰扶（ハーモニカ）

松尾俊介（ギター）

6歳よりハーモニカを小林忠夫氏に

パリ国 立 高 等 音 楽 院 首 席 卒 業 。

ンテスト（クロマチック部門）で第1

デビュー。内外の音楽祭に招かれる

Watani Yasuo, Harmonica

Matsuo Shunsuke, Guitar

師事。FIH ジャパン・ハーモニカ・コ

2005年CD「ヴァリエ1」をリリースし

位を受賞。
「 日本ハ−モニカ賞」受

他、東京オペラシティB→C、東京・

賞。同志社大学商学部卒業後、ホー

春・音楽祭、ザ・シンフォニーホール

ナー・コンセルヴァトリウム（トロッ

主催「バトンリレーコンサート」等に

シンゲン市立音楽院）の招待留学生

出演。ソリスト、室内楽奏者として多

として渡独、H.ヘロルド氏、及び英国

彩な活動を行う。リサイタル「武満

の名 手T.ライリーの両氏に師 事 。

徹へ のオマージュ 」
（ 2 016 年 ）が

1988年国際ハーモニカ・コンクー

NHK-FMで放送された他、2019年

ル（ オランダ ）第1位 及び 特 別 賞 。

には史 上初 の ギ ター 伴 奏 による

1989年第2回ワールド・ハーモニ

シューベルト「白鳥の歌」全曲演奏

カ・チャンピオンシップス第1位。京

が高い評価を得る。
「Varie4/ポンセ

都市響、東京フィル、大阪フィル、新

作品集」、
「ギターが奏でるバッハの

日本フィル、ロイトリンゲン市立交

世界」、
「トリアエラ〜ローラン・ディ

響楽団等と共演。従来のハーモニカ

アンス作品集」、
「 エキノクス〜武満

の概念を塗り替える超絶技巧と音

徹へのオマージュ」の各CDがレコー

楽性は世界的な注目を集めている。

ⒸAkira Muto

ⒸTakanori Ishii

ド芸術誌特選盤を獲得。

【チケット取り扱い】

びわ湖ホールチケットセンター TEL.077-523-7136（10:00〜19:00／火曜日休館、休日の場合は翌日、8/13㈯〜18㈭は休館）
インターネット・チケット受付 https://www.biwako-hall.or.jp/
■チケットぴあ

https://t.pia.jp/【Pコード213-791】

■ローソンチケット https://l-tike.com/【Lコード51713】

■ e+
（イープラス）https://eplus.jp/【座席選択サービスあり】

【注意事項】────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
※6歳未満のお子さまはご入場いただけません。託児サービスがございます。詳しくは下記をご覧ください。
※やむを得ない都合により、曲目等が変更になる場合があります。
※お申し込みいただいたチケットのキャンセル、変更はでき
ません。
※チケットお申し込み後、期限内に所定の手続きをされなかった場合は、
チケットの販売・引渡しをお断りいたします。
※友の会優先発売期間中の窓口販売はございません。
※びわ湖ホールではテレコイル機能のついた補聴器
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使用した音声をお楽しみいただけます。

《ご来場される方へのお願い》 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下についてご理解、ご協力をお願い申し上げます。

◎滋賀県のガイドラインに基づいた客席数のチケットを販売します。◎来館時は必ずマスクを着用ください。
◎館内に手指消毒用アルコールを設置していますので、
ご利用ください。◎発熱・体調不良の場合は、来館をお控えください。
◎入場時には体温チェックを実施します。37.5度以上の発熱がある方は入場をお断りいたします。入場までにお時間がかかることが予想されますので、十分な余裕をもってお越しください。
◎入場時等は一定の距離を保ってお並びください。開演前、休憩時間では極力会話をお控えください。◎プログラムなどの配布物は所定の位置に設置しますので、
ご自身でお取りください。
◎スタッフも全員マスクを着用し、極力声を出さないようにいたします。
また、
フェイスシールドや手袋を着用する場合もございます。◎クロークは利用できませんので、お手荷物を少なくしてご来場ください。
◎万が一、公演後に感染症を発症された方がいらっしゃった場合は、保健所等の公的機関に求められた場合に限り、チケット購入者の名簿を提出いたします。
◎感染予防対策をはじめ、やむを得ない事情により、出演者や曲目、当日の対応等に変更が生じる可能性がございます。◎出演者への差し入れ・面会はお控えください。
また、出演者によるお見送り等はございません。

琵琶湖
大津港観光船のりば

琵琶湖ホテル
びわ湖
浜大津駅
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浜大津

託児サービスのご案内
■対
象／1歳以上、
6歳未満
■利用料金／お子様おひとりにつき1,000円
■開設時間／13:30〜公演終了後30分まで
■申込方法／ 2022年10月16日
（日）
までに
びわ湖ホールチケットセンター
TEL.077-523-7136にお申込みください。
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849台 24時間営業

有料

至大阪

ホテルテトラ大津
国道1号
（名神大津ICより車で約5分）
名神高速道路

《駐車場のご案内》

太秦天神川

県庁

JR大津駅

ぜ ぜ

●ＪＲ琵琶湖線
（東海道本線）
「膳所」
駅より徒歩約15分、
または京阪電車のりかえ
「石場」
駅より徒歩約3分

料金：4時間まで毎時210円
※詳細はびわ湖ホール
ホームページにて

Oh!Me
大津テラス

石場駅

NHK

●ＪＲ琵琶湖線
（東海道本線）
「大津」
駅より徒歩約20分、
またはバス湖岸線約5分
（大津商工会議所前下車。
徒歩約4分）

石山

島ノ関駅

大津商工会議所前
バス停

【びわ湖ホールへの交通のご案内】

山科

ホテル
ブルーレーク
大津
大津駅バス停

びわ湖
大津プリンス
ホテル
ピアザ淡海
（ホテルピアザびわ湖）

なぎさのテラス
琵琶湖文化館

ＪＲ線
京阪線

京都市営
地下鉄

●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／京都のりかえで約60分

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜15番1号
TEL.077-523-7133（代）
https://www.biwako-hall.or.jp/

