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オ ペ ラ

■アリス＝紗良・オット　ピアノ・リサイタル
　Echoes Of Life
　5月21日（土） 14：00開演 ［大ホール］
■前橋汀子　ヴァイオリン・リサイタル
　6月11日（土） 14：00開演 ［大ホール］
■山海塾「かがみの隠喩の彼方へーかげみ」
　リ・クリエーション
　5月22日（日） 14：00開演 ［中ホール］

■帰ってきたびわ湖ホール四大テノール 
　2023年3月12日（日） 14:00 開演 ［大ホール］
　ウルトラスーパースペシャルゲスト：福井 敬
　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）

■坂東玉三郎「お話と素踊り」
　11月20日（日）15：00 開演 ［大ホール］
　坂東玉三郎（お話・素踊り）、富山清琴（三絃・胡弓・歌）、
　富山清仁（三絃・歌）

　沼尻芸術監督は、劇場を率いて16年目を迎えます。2021年11月にはびわ湖ホールのこれまでの取り組みに対し、ENEOS音楽賞を沼尻芸術監督と
ともにいただくこととなり、2人で表彰式に出席しました。（沼尻芸術監督による）これまでのホールへの貢献について感謝に堪えないところです。
　すでにご案内しておりますとおり、2022年度は沼尻芸術監督の最終年度であり、これを有終の美で飾るラインナップとなっております。
　いつコロナの感染が収束に向かうのか、見通しの難しい中ではございますが、「芸術文化の灯を消さない」を合言葉に、多くの皆さんに舞台芸術を
楽しんでいただきますよう、より一層心を込めて事業に取り組んでいきたいと思います。

オペラを中心に多彩な38事業59公演
芸術監督・沼尻竜典 ラスト・イヤー

●プロデュース・オペラ（セミ・ステージ形式）

ワーグナー作曲 『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
2023年３月２日（木）・５日（日）
両日とも13：00開演 ［大ホール］
指揮：沼尻竜典　演出：粟國 淳
管弦楽：京都市交響楽団　合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル

●沼尻竜典オペラセレクション　NISSAY OPERA2022

ロッシーニ作曲 歌劇『セビリアの理髪師』 
11月26日（土）・27日（日） 両日とも14：00開演 ［大ホール］
指揮：沼尻竜典　演出：粟國 淳
管弦楽：日本センチュリー交響楽団
出演：中井亮一、小堀勇介、富岡明子、山下裕賀、須藤慎吾、黒田祐貴、
　　 黒田 博、 久保田真澄　ほか

●オペラへの招待

ヴェルディ作曲 歌劇『ファルスタッフ』 
７月15日（金）・16日（土）・17日（日）・18日（月・祝）
各日14：00開演 ［中ホール］
指揮：園田隆一郎　演出：田口道子　管弦楽：大阪交響楽団　
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル　ほか

●オペラへの招待

林 光作曲 オペラ『森は生きている』
2023年１月26日（木）・27日（金）・28日（土）・29日（日）
各日14：00開演 ［中ホール］
指揮：沼尻竜典　演出：中村敬一　管弦楽：日本センチュリー交響楽団
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル

ラインナップ発表会見より
左より、総括プロデューサー舘脇 昭、芸術監督 沼尻竜典、館長 山中 隆

注目の公演

びわ湖ホール声楽アンサンブル

2022
年度 自主事業ラインナップ発表！

　2022年度のびわ湖ホール自主事業ラインナップ発表の記者会見を2021年12月
16日に行いました。
　館長の山中 隆、芸術監督の沼尻竜典（リモート参加）、総括プロデューサー舘脇 昭が
出席。38事業59公演を行うことを発表しました。（2月17日に2事業2公演の中止を発表）
　2022年度は、沼尻の芸術監督最終年にあたり、『ニュルンベルクのマイスタージン
ガー』など4本の自主制作オペラ、マーラー・シリーズ、ジルヴェスター・コンサート、さらに自らがプロデュースする「近江の春 びわ湖クラ
シック音楽祭」など、多彩なラインナップでびわ湖ホールでの活動の集大成を見せることとなります。

館長 山中 隆より

Opera

©RYOICHI ARATANI
沼尻竜典

粟國 淳

オーケストラ

マーラー・シリーズ　沼尻竜典×京都市交響楽団
2023年３月19日（日）14：00開演 ［大ホール］
指揮：沼尻竜典　管弦楽：京都市交響楽団
［曲目］マーラー作曲 交響曲 第6番「悲劇的」

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート2022
12月31日（土）15：00開演 ［大ホール］
指揮：沼尻竜典
管弦楽：大阪交響楽団
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
構成：中村敬一

〈名曲コンサート〉
華麗なるオーケストラの世界 vol.5
2023年2月５日（日）15：00開演 ［大ホール］
指揮：ニコラス・ミルトン
管弦楽：日本センチュリー交響楽団

子どものための管弦楽教室
2023年３月21日（火・祝）14：00開演 ［大ホール］
指揮：藤岡幸夫
管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

Orch�tra

2021年ジルヴェスター・コンサート

「びわ湖ホールにワーグナーあり」という伝統のマイルストーンとなる
総決算『ニュルンベルクのマイスタージンガー』　
　2022年度は07年から芸術監督を務めてきた沼尻竜典のラストシーズンを迎える。その大トリとなるのが、「プロデュースオペラ」として上
演されるワーグナーの楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』だ。ワーグナー自身がバイロイト音楽祭で舞台にかけた10作のびわ湖
ホールでの上演が、これをもって完結する。これまで培ってきた「びわ湖ホールにワーグナーあり」という伝統のマイルストーンとなる総決算
で演出は沼尻の信頼も厚い粟國 淳が担う。
　オペラではほかに「沼尻竜典オペラセレクション」としてロッシーニの『セビリアの理髪師』が、日生劇場との連携公演としてある。こちらも
沼尻の指揮と粟國の演出という鉄壁のコンビ。もう一演目沼尻が指揮をするのが、「オペラへの招待」のシリーズで取り上げる林 光の『森は
生きている』だ。びわ湖ホールでは繰り返し上演してきた十八番と言うべきレパートリーで、沼尻自身も開館当初に指揮を担っていた思い出
の演目になる。同じく「オペラへの招待」シリーズとして上演されるヴェルディの『ファルス
タッフ』も外せない。園田隆一郎の指揮とイタリアで長年にわたって活躍してきた田口道子の
演出で新制作される。
　オペラだけでなく演奏会も多彩な内容が用意されており、沼尻指揮の「マーラー・シリーズ」
では《交響曲第6番「悲劇的」》が取り上げられるほか、弦楽四重奏が複数ラインナップされて
いることにも注目。ピアニストの北村朋幹が、20世紀以降の作品を軸としたリサイタルを10
月9日に開くのも楽しみにしたい。
　びわ湖の春の風物詩となった「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」は、「さようなら、故郷
の家よ」と題して開催。今年はオーケストラ公演も戻ってくる。

２０２２年度自主事業ラインナップの聴きどころ

小味渕 彦之（音楽評論家）

■第75回定期公演 音楽史の小径～イタリア古典歌曲から辿る～
　びわ湖ホール公演 9月10日（土） 14：00開演 ［小ホール］
　東京公演vol.13 9月19日（月・祝） 14：00開演 ［東京文化会館 小ホール］
　指揮：本山秀毅（びわ湖ホール声楽アンサンブル桂冠指揮者）　チェンバロ：パブロ・エスカンデ

■第76回定期公演 プッチーニ作曲　歌劇『ジャンニ・スキッキ』（演奏会形式）
　11月19日（土） 14：00開演 ［中ホール］
　指揮：大川修司　ピアノ：越知晴子　構成：中村敬一　　
■美しい日本の歌
　びわ湖ホール公演 12月3日（土） 14：00開演 ［大ホール］
　米原公演 　8月7日（日） 14：00開演 ［文化産業交流会館 イベントホール内特設舞台「長栄座」／長栄座夏のフェスティバル ］
　指揮：本山秀毅　管弦楽：京都フィルハーモニー室内合奏団

■びわ湖ホール音楽会へ出かけよう！ （ホールの子事業）【学校鑑賞事業】  ※一般公演はありません。
　6月１・２・３・６・７・８日（6日間12公演）　
　指揮：川瀬賢太郎　管弦楽：京都市交響楽団　脚本・構成：中村敬一

県内のすべての子どもが中
学3年生までに舞台芸術に
触れる機会を創出すること
を目的に、びわ湖ホール声
楽アンサンブルが出演する
大規模オーケストラ公演を
実施します。

びわ湖ホール声楽アンサンブル

本山秀毅 びわ湖ホール声楽アンサンブル桂冠指揮者

　びわ湖ホールを
はじめ、JR大津駅、
膳所駅、Oh!Me大
津テラスなどでも配
付中。各公演のキャ
スト、開演時間、料
金、チケット発売日
などはホームページ
にも掲載しています。

年間プログラムができました。

唱歌や童謡に加え、昭和や平成に親しまれた歌謡曲等の名曲をお届けする大人気シリーズの第3弾

2021年に行われたマーラー・シリーズ交響曲第1番「巨人」

山海塾　
©Jacques Denarnaud
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※曲目、チケットのお求めなど詳細は、「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」の特設サイトで詳しく紹介しています。
https：//festival.biwako-hall.or.jp/

※曲目、チケットのお求めなど詳細は、「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」の特設サイトで詳しく紹介しています。
https：//festival.biwako-hall.or.jp/

今年で４回目となる「近江の春  びわ湖クラシック音楽祭」（2020年はコロナ禍のため中止）。
ゴールデン・ウィークの風物詩となったこの音楽祭は、びわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典がプロデュース。

今年のテーマには、びわ湖ホールに集う皆さまをはじめ、出演者やスタッフにとっても、春が訪れるたびにいつでも
帰ることのできる家でありたいという意味が込められています。そんな音楽祭を目指して、今年も14公演を開催します。

2022年テーマ「さようなら、故郷の家よ」2022年テーマ「さようなら、故郷の家よ」

●今回の演奏会のプログラムについて
　ショパンはピアノの作曲家というイメージが強く、ピアニストに与えた影響は
絶大なもので、切っても切れない存在です。しかしながら、ショパンの音楽は鍵
盤から離れてもその優美さは変わらず、アンサンブル楽曲で、チェロという楽器
が加わることにより、彼の優しさや故郷の家族を想う心をより感じられる気がし
ます。

●フォルテピアノの川口さんとの共演
　尊敬する川口さんと演奏させていただくことは初めてで、実は一つの夢でもありました。念願を叶えて
くださってありがとうございます。
　今日使われている楽器は大ホールに通用する大音量に耐えうる仕様にはなりましたが、同時にある
繊細さは失われました。ショパンの楽曲は特にこの細やかな表現の移ろいがより求められることから、
今回はピリオド楽器で演奏し、みなさまの心に寄り添うような音楽を川口さんとご一緒に奏でられたら
と思っています。各楽曲の繋がりについては、当日のトークをお楽しみに！

●びわ湖ホールの印象
　一昨年のリサイタルは、コロナ禍での休止から久々に人前で演奏し始めた時期でした。芸術監督の
沼尻マエストロがピアノを弾いてくださり、舞台に出た時の拍手のあたたかさにも感激しました。トーク
にも頷いてくださるなど、音楽を耳で楽しむだけでなく、心で感じようとしてくださっている気がしました。
　きっと、びわ湖ホールが歌劇場としてオペラなどの総合芸術を楽しむ喜びが身近になっているからな
のではないでしょうか。

　関西を代表する、京都市交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団という音楽祭常連の２つのオーケストラが参加。沼尻竜
典、大植英次というこの音楽祭を盛り上げてきたお馴染みの指揮者と、日本を代表する指揮者の一人、高関 健が加わった強力
な指揮者陣。それに加え、ソプラノの砂川涼子、ピアノの小山実稚恵、牛田智大という豪華ソリスト陣が共演。

3年ぶりに「オーケストラ公演」が帰ってきます！

　この音楽祭の魅力のひとつが、溢れる歌です。びわ湖ホール声楽アンサンブルを中心に、砂川涼子、晴 雅彦などびわ湖ホー
ルのお馴染みの歌手や宮里直樹、伊藤 晴、冨平安希子など日本のオペラシーンで活躍する歌手たちが得意曲を披露。その歌
を最大限に盛り上げる巨匠ピアニスト河原忠之の伴奏の技も聴きどころです。また、冨平と沼尻（ピアノ伴奏）による「0歳児か
らのコンサート」も注目です。

「歌！歌！歌！」オペラの殿堂ならではの声の饗宴が楽しめます

　さらに、最終公演では、音楽祭をプロデュースするのは最後となる沼尻が司会を務め、大植指揮の大阪フィル、
そして、チェロの上村文乃、ソプラノの伊藤 晴、冨平安希子、バリトンの晴 雅彦、テノールの宮里直樹、びわ湖
ホール声楽アンサンブルが、華やかなフィナーレを飾ります。

沼尻の最終公演は華やかな「グランド・フィナーレ」

　ショパンのオリジナリティを作曲当時の楽器で復活演奏して話題の川口成彦（フォルテピアノ）、古楽器とモダン楽器を自在に使いこなすチェロ
の上村文乃。チャイコフスキー国際コンクールの木管部門で第3位、バッティストーニ率いる東京フィルの「歌心」を支えるイタリアの名手アレッサ
ンドロ・ベヴェラリ（クラリネット）などの新鋭。そして、昨年の音楽祭でベートーヴェンのピアノ世界の「深淵」を見事に描きだした児玉麻里の第2弾
は「テンペスト」と「告別」。円熟を深めている戸田弥生のヴァイオリンと清水和音によるベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第10番も聴きもの。

新鋭と円熟、器楽奏者にも注目

　「びわ湖ホールらしい音楽祭をやりたい！」という私の長年の思いが結実した「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」。
びわ湖ホールとご縁のあるアーティストを中心とした出演者とはプログラムについて直接議論を重ね、「お祭りだから」
とレベル的に妥協することなく、会場練習の時間をきちんと取り、来場者数ではなく「質」を成功のバロメータとする-
第4回を迎え、これらのポリシーはすっかり認知され、定着したように思います。
　今回で私がプロデュースする「近江の春」は最後となりますが、国内の「文化祭型音楽祭」の中でも独自の輝きを放つ
「近江の春」がこれからもお客様に支持され、さらに発展することを願っています。

　「びわ湖ホールらしい音楽祭をやりたい！」という私の長年の思いが結実した「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」。
びわ湖ホールとご縁のあるアーティストを中心とした出演者とはプログラムについて直接議論を重ね、「お祭りだから」
とレベル的に妥協することなく、会場練習の時間をきちんと取り、来場者数ではなく「質」を成功のバロメータとする-
第4回を迎え、これらのポリシーはすっかり認知され、定着したように思います。
　今回で私がプロデュースする「近江の春」は最後となりますが、国内の「文化祭型音楽祭」の中でも独自の輝きを放つ
「近江の春」がこれからもお客様に支持され、さらに発展することを願っています。

沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
○ｃRYOICHI ARATANI

4月30日（土）-5月1日（日）

児玉麻里（ピアノ）

 4月29日（金・祝）
前日祭

 4月30日（土）  5月1日（日）

17：00-17：45 ［小ホール］

晴れ晴れコンサート
晴 雅彦（バリトン）　伊藤 晴（ソプラノ）
河原忠之（ピアノ）
全席1,500円　18歳以下1,000円

10：00‒10：45 ［小ホール］

0歳児からのコンサート
冨平安希子（ソプラノ）　沼尻竜典（ピアノ）
全席1,500円　18歳以下500円　0歳から入場可
※18歳以上保護者１名につき、
　お子様（2歳以下）１名までひざ上無料

11：40‒12：35 ［小ホール］

東京フィル首席奏者の凱旋！！
アレッサンドロ・ベヴェラリ（クラリネット）
石井美由紀（ピアノ）
全席1,500円　18歳以下1,000円

13：00‒14：00 ［大ホール］
高関 健（指揮）　京都市交響楽団　牛田智大（ピアノ）
S席２,500円　A席２,000円
18歳以下 S・A共に１,000円引き

12：30‒13：15 ［小ホール］ 

プリモ登場！
宮里直樹（テノール）　河原忠之（ピアノ）
全席1,500円　18歳以下1,000円

14：20‒15：05 ［小ホール］ 

オペラ合唱名曲選
びわ湖ホール声楽アンサンブル　河原忠之（指揮・ピアノ）
全席1,500円　18歳以下1,000円

16：00‒16：45 ［小ホール］

いざ傑作の森へ！２
児玉麻里（ピアノ）
（昨年の第１弾に続く、児玉のベートーヴェン：ピアノ・ソナタ演奏会）
全席1,500円　18歳以下1,000円

17：00‒18：10 ［大ホール］

グランド・フィナーレ
大植英次（指揮）　大阪フィルハーモニー交響楽団
上村文乃（チェロ）　伊藤 晴、冨平安希子（ソプラノ）　晴 雅彦（バリトン）
宮里直樹（テノール）　びわ湖ホール声楽アンサンブル
（司会：沼尻竜典、冨平安希子）
S席２,500円　A席２,000円
18歳以下 S・A共に１,000円引き

13：00‒13：45 ［小ホール］

素晴らしき日本の歌　
近江の春祝祭声楽アンサンブル
船越亜弥＊ 松下美奈子＊  益田早織＊　八木寿子
清水徹太郎＊  山本康寛＊　五島真澄＊　津國直樹＊

＊びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー
大川修司（指揮・びわ湖ホール声楽アンサンブル指揮者）
越知晴子（ピアノ）
全席1,500円　18歳以下1,000円
※当公演のみライブ＆アーカイブ配信を行います。（５/1まで） 

29‒1 10：00‒10：45 ［小ホール］

出会いと別れ～1843年製プレイエルと共に～
川口成彦（フォルテピアノ）　　全席1,500円　18歳以下1,000円　

30‒1 14：30‒15：15 ［小ホール］

至高の二重奏
戸田弥生（ヴァイオリン）　清水和音（ピアノ）
全席1,500円　18歳以下1,000円

30‒4 01‒１ 01‒4

01‒5

01‒6

01‒2

01‒3

15：30‒16：30 ［大ホール］
大植英次（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団
S席２,500円　A席２,000円
18歳以下 S・A共に１,000円引き

30‒5

30‒6

11：00‒12：00 ［大ホール］

オープニング・コンサート
開会宣言　滋賀県知事　三日月大造
沼尻竜典（指揮）　京都市交響楽団
砂川涼子（ソプラノ）　小山実稚恵（ピアノ）
S席２,500円　A席２,000円　18歳以下　S・A共に１,000円引き

30‒2

30‒314：45‒15：45 ［小ホール］

ショパンが聴いたショパン
上村文乃（チェローピリオド楽器使用）
川口成彦（フォルテピアノ）
全席1,500円　18歳以下1,000円

29‒2

音楽祭の注目アーティストからのメッセージ音楽祭の注目アーティストからのメッセージ

小山実稚恵（ピアノ）
○ｃND CHOW

第2回の音楽祭の最後のコンサートで、
聴衆の拍手に応える沼尻（左）と大植

上村文乃
（チェロ）

尊敬する川口さんとの念願の共演
ピリオド楽器でショパンの繊細な音色を

●この音楽祭にはどのような感想を持っておられますか
　絶好の季節に、空気が綺麗で、見渡す限りの景色が素敵なびわ湖ホールでお
楽しみいただけるという、目も耳も鼻も心も癒される、素晴らしいひと時をお過
ごしいただけるイベントで、リフレッシュ効果も満載です！

●伊藤 晴さんとの「晴れ晴れ」コンサートはネーミングも素敵ですね
　もともと芸術監督のマエストロ沼尻さんのご命名で、びわ湖ホールのロビーコンサートとして企画さ
れ、2018年11月にマエストロのピアノで公演したのが最初です。そのときはモーツァルトを中心とした
プログラムに、マエストロの超名作「竹取物語」からのアリアも歌わせていただきました。

●今回の聴きどころは？
　タイトル通り（名前通り⁉）「晴れやかな」曲をご用意致しました！オペレッタのアリアやデュエットに、
ロマンチックなオペラ・アリア、その上にミュージカル・ナンバーも加えた華やかなプログラムとなってい
ます。
　プリマ・ドンナとしてご活躍の歌姫・伊藤 晴さんの魅力溢れる御演唱は私もとても楽しみにしていま
す。もちろん御容姿もエレガントで美しくて、コンサートのサブ・タイトルは「美女と野獣」という感じです。

伊藤 晴さんとの「晴れ晴れコンサート」
サブタイトルは「美女と野獣」です
伊藤 晴さんとの「晴れ晴れコンサート」
サブタイトルは「美女と野獣」です

上村文乃
（かみむら・あやの チェロ）

晴 雅彦
（バリトン）

晴 雅彦
（はれ・まさひこ バリトン）

4月29日（金・祝）前日祭

29‒２
ショパンが聴いたショパン
〈前日祭〉
4/29（金・祝） 14：45～15：45 ［小ホール］
全席1,500円　18歳以下1,000円
フォルテピアノ：川口成彦
［プログラム］
ロッシーニ（テデスコ編）：“フィガロ”
　　　　 　　　　　  ～『セビリアの理髪師』より
ショパン：17のポーランドの歌より　
　　　　 第9曲 メロディ、第1曲 乙女の願い
　　　　 第10曲 闘士
ショパン：ノクターン 第2番
フランショーム：12のカプリスより 第9曲
ショパン：チェロ・ソナタ

01‒6
グランド・フィナーレ
5/1（日） 17：00～18：10 ［大ホール］
大植英次（指揮）　大阪フィルハーモニー交響楽団
Ｓ席2,500円　Ａ席 2,000円
18歳以下 Ｓ・Aともに1,000円引き
［プログラム］※上村が演奏する作品
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲

30‒６
晴れ晴れコンサート晴れ晴れコンサート
４/30（土） 17：00～17：45 ［小ホール］
全席1,500円　18歳以下 1,000円
ピアノ：河原忠之　ソプラノ：伊藤 晴★　バリトン：晴 雅彦
［プログラム］
ロルツィング：『密猟者』より“明るく愉快に”
プッチーニ：『つばめ』より“ドレッタの夢”★
コルンゴルト：『死の都』より“ピエロの歌”
レハール：『メリー・ウィドウ』より“ヴィリアの歌”★
メンケン：「美女と野獣」より“愛せぬならば”
メサジェ：「仮面をつけた愛」より“恋人は二人”
バーンスタイン：「ウェスト・サイド物語」より“トゥナイト”

01‒6
グランド・フィナーレ
5/1（日） 17：00～18：10 ［大ホール］
大植英次（指揮）　大阪フィルハーモニー交響楽団
Ｓ席2,500円　Ａ席 2,000円
18歳以下 Ｓ・Aともに1,000円引き
［プログラム］ ※晴が歌う作品
モーツァルト：『フィガロの結婚』より“訴訟に勝っただと？”

中ホールでは
「オーストリア体感ブース」

があります。

中ホールでは
「オーストリア体感ブース」

があります。
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2022年度 春・夏公演 Pick up! !

５月21日（土）
14：00開演 ［大ホール］
S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円
B席4,000円　青少年（25歳未満）2,000円
友の会優先発売：3月24日（木）　一般発売：3月26日（土）

　クリエイティヴな才能で世界中のファンを
魅了するアリス＝紗良・オット。本コンサート
では、ショパンの「24の前奏曲」を軸に、アリス
が選んだ7曲を間奏として挿入した休憩なし
のプログラムをお届けします。映像や照明演
出とともに贈るライブ体験。お楽しみに！

アリス＝紗良・オット
©Pascal Albandopulos

アリス＝紗良・オット ピアノ・リサイタル
「Echoes Of Life」

多彩な演奏家による「室内楽」の魅力を紹介するシリーズ。本年度は世界の第一線で活躍する個性あふれる弦楽四重奏団の
公演を開催するほか、室内楽の楽しさを様々な角度からご紹介する講座を開講します。

● 室内楽への招待

S席 3,500（3,000）円　A席2,000円
青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ 500円
友の会優先発売：3月25日（金）　一般発売：３月27日（日）

出演：前橋汀子（ヴァイオリン）
 ヴァハン・マルディロシアン（ピアノ）

［曲目］ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番「春」
 J.S.バッハ：シャコンヌ（無伴奏ヴァイオリン・
 パルティータ 第２番 ニ短調　BWV1004より）
　　　クライスラー：愛の喜び　ほか

出演：アリス＝紗良・オット（ピアノ）
［曲目］ショパン：24の前奏曲　ほか

　2022年に演奏生活60周年を迎える国際的
ヴァイオリニスト前橋汀子。優雅さと円熟味あ
ふれる演奏で多くの聴衆を魅了し続けている
前橋が熟達の演奏を聴かせます。

前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル
● 特別コンサート ● 名曲コンサート

びわ湖ホール音響デザイナー 小野隆浩が
第19回「上方の舞台裏方大賞」を受賞

TOPICS

６月11日（土）
14：00開演 ［大ホール］

6月10日（金） 14：00開演 ［小ホール］
一般4,500（4,000）円　青少年（25歳未満）2,500円
友の会優先発売：4月22日（金）　一般発売：4月24日（日）

　ハイドン、ベートーヴェン、シューベ
ルト、ショスタコーヴィチ、ヴァインベル
クの弦楽四重奏曲ツィクルス（全曲演
奏）などで高い評価を受ける、ベルギー
が誇る実力派カルテット「ダネル弦楽
四重奏団」。関西ではめったに聴けな
い濃密な演奏をお楽しみください。

　「上方の舞台裏方大賞」は、関西の舞台芸術を支える8団体が、上方
の舞台芸術・芸能従事者の環境を守り、後継者育成を図る目的で、
大阪府、大阪市、関西・大阪21世紀協会などの後援を得て、傑出した
舞台技術者等を表彰するものです。

ダネル四重奏団

©Ｍarc Borggreve出演： ダネル弦楽四重奏団
 　マルク・ダネル（ヴァイオリン）
 　ジル・ミレ（ヴァイオリン）
 　ヴラッド・ボグダナス（ヴィオラ）
 　ヨヴァン・マルコヴィッチ（チェロ）

［曲目］ ハイドン：弦楽四重奏曲 第１番 変ロ長調 op.1-1 「狩」
 ブラームス：弦楽四重奏曲 第１番 ハ短調 op.51-1
 チャイコフスキー：弦楽四重奏曲 第１番 ニ長調 op.11

ダネル弦楽四重奏団

6月18日（土） 17：00開演 ［小ホール］
一般5,500（5,000）円　青少年（25歳未満）2,500円
友の会優先発売：4月22日（金）　一般発売：4月24日（日）

　ダイナミックで幅広い音楽性
と冒険的で創造的なアプローチ
で古典派音楽の作品、現代作品、
そしてジャズにまで取り組む、カ
リスマ的人気を誇る弦楽四重奏
団。びわ湖ホールに３度目の登
場を果たします。

エベーヌ弦楽四重奏団
©Julien Mignot

出演： エベーヌ弦楽四重奏団
 　ピエール・コロンべ（ヴァイオリン）
 　カブリエル・ル・マガデュール（ヴァイオリン）
 　マリー・シレム（ヴィオラ）
 　ラファエル・メルラン（チェロ）

［曲目］ ハイドン：弦楽四重奏曲 第34番 ニ長調 op20-4 Hob.Ⅲ-34
 ヤナーチェク：弦楽四重奏曲 第１番「クロイツェル・ソナタ」
 シューマン：弦楽四重奏曲 第２番 へ長調 op.41-2

エベーヌ弦楽四重奏団

室内楽への招待　関連企画講座 室内楽の魅力、弦楽四重奏の魅力

前橋汀子
©篠山紀信

　受賞を受けて小野は「東北の秋田生まれの私にとって〈上方〉という場所は遠くて、でも面白そうな地域でした。そのころは単に
『興味のある地域』だったような気がします。その後、私が音響デザイナーとして世に出るきっかけとなった『春琴抄』というオペラ
がありました。ご存じのように上方の薬問屋が舞台の物語です。この作品を通じて、上方は『興味のある場所』から『長い歴史と深
い芸術文化を感じさせる場所』になりました。今回〈上方〉という言葉を冠した賞を頂き、光栄に思っております」と喜びのコメント
を寄せました。

小野隆浩

河井 拓 後藤彩子

お話：河井 拓　ゲスト：後藤彩子（ヴィオラ奏者）

一般1,000円（６/10、6/18公演チケット提示の方は無料）
5月22日（日） 11：00開講 ［リハーサル室］

弦楽四重奏の公演に合わせて、室内楽の魅力、弦楽四重奏の魅力をわかりやすくお話します。

月よりの使者が、かぐや姫に帰還を促すシーン
左より、かぐや姫（幸田浩子）、月よりの使者（八木寿子）、媼（森 季子）、翁（迎 肇聡）

かぐや姫の5人の求婚者達
左より、石上麻呂足（美代開太）、大伴御行(晴 雅彦)、
阿倍御主人（平 欣史）、庫持皇子（市川敏雅）、石作皇子（谷口耕平）

オペラへの招待
沼尻竜典 作曲 歌劇 『竹取物語』2022年１月22日・23日[大ホール]

熊谷綾乃が文化庁芸術祭新人賞を受賞
　びわ湖ホール声楽アンサンブルの熊谷綾乃が、オペラへの招待 歌劇『つばめ』公演の
リゼット役を評価され、令和３年度・第76回文化庁芸術祭音楽部門で新人賞を受賞、
1月24日に贈呈式が大阪市内で行われました。「溌剌とした演技と確かな歌唱力でドラマ
をコミカルに進行させていた熊谷（びわ湖ホール声楽アンサンブル）の歌唱は高く評価さ
れる」という受賞理由でした。

「ふれあい音楽教室」で県内の小学校を訪れました。
　プロの芸術に触れ、子どもたちの豊かな心を育もうと、毎年行っている「ふれあい音楽教室」。
びわ湖ホール声楽アンサンブルの男女1人ずつがピアニストとともに小学校を訪問して、音楽の
授業を行うというものです。
　今年は、コロナ禍でさまざまな行事が中止になった学校も多く、児童の楽しめる機会を増やそ
うと、1月26日から2月10日まで31校が予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大で中
止や延期が相次ぎ、最終的には、16校で17公演を実施しました。
　２月４日には、豊郷町立豊郷小学校にソプラノの山田知加とテノールの宮城朝陽、ピアノの久
津内 瞳が訪れました。昭和12年に建設され、平成25年に国の登録有形文化財に指定された、
風格ある同校の旧校舎の講堂で、唱歌や「宝石の歌」、「女心の歌」などのオペラ・アリア、ミュージ
カルのナンバーを披露したほか、児童らが３月の卒業式で歌う「旅立ちの日に」を歌い、声の出し
方などを指導しました。
　「アイドルなどの歌を聴いていますが、いつもは聴けない歌ですごいと思いました」と児童の一
人は話しました。

叙情性とコミカルさが交錯する作品の特徴を見事に表現
　『竹取物語』は2014年に横浜で初演、同年にベトナムのハノイ、15年に
びわ湖ホールで初めて上演されました。2020年に新国立劇場とびわ湖ホール
で上演する予定がコロナ禍で中止、今回が国内３度目、びわ湖ホールでは２度
目の上演となりセミ・ステージ形式ではありますが、今回やっとびわ湖ホール
に戻ってきました。
　今回は、舞台上にオーケストラを配置し、その前方に張り出し舞台を設置、
舞台後方にはストーリーを反映した映像を投影するという形で、びわ湖ホール
初演時の栗山昌良の演出を中村敬一が引き継ぎ、ファンタジーに満ちた格調
高い舞台となりました。

　主役のかぐや姫には、初演からこの役を歌い続ける幸田
浩子（22日）と初役の砂川涼子（23日）の2人が風格と初々
しさといったコントラストを感じさせ、公演を成功に導きま
した。
　さらに大伴御行役の晴 雅彦のコミカルな歌と演技、月よ
りの使者役の八木寿子の神秘性を備えた歌など、客演陣と
ともに、作品の進行役も併せ持った翁（迎 肇聡）と媼（森 
季子）、帝の松森 治ら、びわ湖ホール声楽アンサンブルも
好演し、高い評価を受けました。
　台本・作曲を手がけたびわ湖ホール芸術監督の沼尻竜
典は「難解な『現代音楽』調ではなく、昭和の歌謡曲やテレ
ビ番組などを意識して、みんなが楽しめる作品をめざした」
と語り、自ら日本センチュリー交響楽団を指揮して、叙情性とコミカルさが交錯する作品の特
徴を見事に表現しました。
　今回の公演では、ゲネプロに県内の小・中学生を招待。その中の一人は「かぐや姫の話を
知っているので楽しめました。最後のシーンでは思わず涙が出てきて、こんなことは初めてで
した」とうれしい感想を寄せてくれるなど多くの観客が感動を共有する上演となりました。

Congratulations！

かぐや姫（砂川涼子）を口説く帝（松森 治）

公演Re
port

かぐや姫（幸田浩子）と媼、翁

贈呈式で都倉俊一文化庁長官（中央左）、熊谷綾乃（中央右）

豊郷小学校では互いに距離をおいて行いました

　「名誉ある賞を頂戴し、心より光栄に存じます。この度の受賞は、私一人の力でなし得たものではありません。びわ湖ホール、そこで共に働く方 の々お力、
そしてホールを大切に思ってくださるお客様のお心、それらが重なり、今回の受賞に繋がったのだと思っています。私がオペラに出演する際に大切にして
いることがあります。それは、自分の演じる役が“なんとしても伝えたい事”は何かを見つけることです。この受賞に恥じぬよう、物事の本質を見定め、本当
に大切なことを伝えられる歌手であれるよう日々精進したいと思います」（熊谷綾乃）

受賞を受けての喜びの声
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舞台芸術の力でみなさまに感動と笑顔をお届けしたい！ ～舞台芸術創造活動にみなさまのご支援を～

アマノマネジメントサービス株式会社／綾羽株式会社／新木産業株式会社／株式会社アルファス／一圓テクノス株式会社／礒田洋三
／いなみ矯正歯科／上原恵美／エアスペンサー株式会社／株式会社栄光社／SMBC日興証券株式会社大津支店／NTT西日本滋賀支
店／近江鍛工株式会社／大岸 実／大谷 巌公認会計士事務所／大津商工会議所／岡崎洋一／おかもと眼科クリニック／株式会社奥
田工務店／オプテックスグループ株式会社／オリックス・ファシリティーズ株式会社滋賀支店／株式会社関西みらい銀行／木村水産株
式会社／京都信用金庫滋賀本部／京都橘大学／株式会社きんでん滋賀支店／株式会社キントー／草津電機株式会社／granlumieグ
ランルミエ／京滋舞台芸術事業協同組合／京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社 琵琶湖ホテル／甲賀高分子株式会社／小高得央／株式
会社コングレ／株式会社笹川組／さざなみ法律事務所／株式会社佐藤総合計画関西事務所／三精テクノロジーズ株式会社／株式会
社三東工業社／株式会社しがぎん経済文化センター／株式会社滋賀銀行／滋賀近交運輸倉庫株式会社／滋賀県信用金庫協会／トヨ
タモビリティ滋賀株式会社レクサス大津／滋賀ヤサカ自動車株式会社／株式会社自然総研／株式会社十字屋／公益財団法人秀明文
化財団／株式会社昭和バルブ製作所／株式会社スマイ印刷／学校法人純美禮学園／成安造形大学／瀬田医院／ダイハツ工業株式会
社滋賀(竜王)工場／株式会社ダイフク滋賀事業所／大和証券株式会社京都支店／髙坂哲夫／タカヒサ不動産株式会社／髙谷トマト
／株式会社淡海／ちばレディースクリニック／塚本社会保険労務士事務所／株式会社ＤＧコミュニケーションズ　／株式会社天下一
品／東洋ワークセキュリティ株式会社／西川 望／日新薬品工業株式会社／株式会社ニッセイコム／日本生命保険相互会社／日本ソフ
ト開発株式会社／日本メンテナンス株式会社／日本メンテナンス株式会社大津支店／株式会社ネットワーキングステーション／野村證
券株式会社大津支店／バウ・クリエイト株式会社／長谷川公認会計士事務所／パナソニックLSエンジニアリング株式会社近畿支店／
羽泉正浩／公益財団法人ハン六文化振興財団／株式会社日立建機ティエラ／株式会社ビルディング・コンサルタントワイズ／びわ湖大
津プリンスホテル／琵琶湖汽船株式会社／びわこ成蹊スポーツ大学／びわ湖放送株式会社／ふくた診療所／藤井絢子／富士通Japan
株式会社／兵神装備株式会社滋賀事業所／ホテルテトラ大津.京都／ホテルブルーレーク大津／増山公昭／株式会社松村電機製作所
関西支店／豆藤／株式会社みずほ銀行／三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社／宮川印刷株式会社／music square 芝蘭会／
株式会社村田製作所野洲事業所／八百久／山科精器株式会社／ヤマハサウンドシステム株式会社大阪営業所／税理士法人山本会計
／ヤンマーグローバルエキスパート株式会社／横田昌和公認会計士事務所／立命館守山中学校・高等学校／龍谷大学吹奏楽部／ロマ
ン楽器株式会社／株式会社ワコール／渡辺朗夫 （五十音順・敬称略・一部非掲載／2022年2月25日現在）

《特別会員》のみなさま

「びわ湖ホール友の会」会員募集中

　びわ湖芸術文化財団は『びわ湖ホール』『文化産業交流会館』を拠点に、誰もが身近に舞台芸術に触れられるよう、様々な事業を展開しております。質の高
い舞台芸術を創造し、より多くの方にお楽しみいただくためには、関係者の熱意とたゆまぬ努力はもちろんのこと、皆さまの深いご理解とご支援が必要です。
コロナ禍で今後の推移が見通せない中、公演中止や入場制限による収益機会の減少などにより、びわ湖芸術文化財団の経営環境は厳しい状況が続いています。
引き続き高水準の舞台芸術を発信していくために、あたたかいご支援をお願いいたします。当財団へのご寄付については、税金の優遇措置がございます。ウェブ
サイトからもお手続きいただけますので、ぜひこの機会に、みなさまのご支援をお願いいたします。

チケットの優先・優待販売や
無料郵送、公演情報のご案内、
館内レストランサービス、提携
ホテルの利用割引などの特典・
サービスを提供いたします。

□主催公演へのご招待　□チケット優先予約・無料郵送　□ゲネプロへご招待
□情報誌やホームページへの会員名掲載　□メインロビーへの会員名掲示
□「湖国と文化」年間購読で1冊サービス　　など

一般会員のサービスに加え、主催
公演へのご招待、オペラ公演の
ゲネプロ（総稽古）へのご招待な
ど、お得にお楽しみいただけます。

［ 一般会員］
 年会費2,500円（税込）

年会費　一口につき100,000円（税込）　入会金不要
詳しくはホームページをご覧ください。

＜お問い合わせ＞ びわ湖ホールチケットセンター
TEL.077-523-7136

年会費　一口につき10,000円（税込）
＜お問い合わせ＞ びわ湖ホールチケットセンター
TEL.077-523-7136

＜お問い合わせ＞ びわ湖芸術文化財団 法人本部 営業部　TEL.077-523-7140

一般会員 特別会員

サポート会員

びわ湖ホールの舞台芸術に関する事業に賛同し、
これを支援してくださる企業・個人様向けの会員制度です。

BIWAKO HALL Informat ion びわ湖ホールインフォメーション

詳しくは、びわ湖ホールホームページをご覧ください。 https://www.biwako-hall.or.jp/＜お問い合わせ＞ びわ湖芸術文化財団 法人本部 営業部　TEL.077-523-7140

＜お問い合わせ＞ びわ湖ホール管理部　TEL.077-523-7135 

びわ湖ホールを借りるには
びわ湖ホールでは大ホール・中ホール・小ホール・
リハーサル室・練習室・研修室の貸館を行ってお
ります。音楽、演劇、舞踊など舞台芸術の公演や
練習、各種大会等にご活用ください。
施設利用のお申し込み方法、ご利用料金、ホール
の空き状況など詳しくはお問い合わせください。

大ホール

中ホール 小ホール

びわ湖ホール
シアターメイツ特別顧問
にゃんばら先生
 ｃ○飯田佳奈子

シアターメイツ会員募集中
シアターメイツは子どもたちに気軽に舞台芸術を
楽しんでいただく会員制度です。シアターメイツ優待公演
は青少年チケット料金の半額でお楽しみいただけます。舞
台芸術を“生”で観て、聴いて、心を育む体験をぜひ！

ご入会方法など詳しくはホームページをご覧ください。

6歳〜18歳なら
誰でも入会可！ 年会費無料

印の公演はシアターメイツ優待公演です。

　2023年３月のプロデュースオペラでは、ワーグナーの『ニュルンベルクのマイスタージンガー』を取り上げます。
1867年に初演されたワーグナーの12作目にして最後から2つ目のオペラ。ドイツのニュルンベルクを舞台に、芸術
に秀でた職人たちが繰り広げる歌合戦を題材として、伝統と革新の対比を盛り込んだワーグナーには珍しい喜劇。
　多くのソロ歌手を必要とし、管弦楽の豊かな響きが聴衆を魅了する大作です。

早稲田大学卒。ＦＭ東京で「TDKオリジナル・コンサート」をはじめクラシック音楽番組の制作
全体に携わる。1975年文化庁芸術祭大賞受賞番組（武満徹作曲「カトレーン」委嘱）制作。
FM東京制作一課長、「ミュージックバード」（CS-PCM衛星放送）編成部長等歴任。
現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等、テレビやFM番組に出演。2007年よりブログ「東
条碩夫のコンサート日記」を公開。日本ワーグナー協会評議員。

Profile　 東条碩夫 Tojo Hiroo

東条碩夫音楽評論家

これでワーグナーのいわゆる
「スタンダード・レパートリー10作品」が全部そろうことになった。
一口で言えば、これは素晴らしい偉業である。

2021年３月、プロデュースオペラ「ローエングリン」（セミ・ステージ形式）
指揮：沼尻竜典　ステージング：粟國 淳

2023年3月2日（木）・5日（日） 両日とも13：00開演  ［大ホール］

ワーグナー作曲
びわ湖ホール プロデュースオペラ

セミ・ステージ形式
『ニュルンベルクのマイスタージンガー』

　びわ湖ホールのワーグナー・シリーズの打ち上げ
として、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』が上
演されることが決まった。
　沼尻竜典芸術監督によるこのシリーズは、2010年
10月に『トリスタンとイゾルデ』で開始され、以降『タン
ホイザー』（2012年）、『ワルキューレ』（2013年）、
『さまよえるオランダ人』（2016年）、『ニーベルング
の指環』４部作（2017年～2020年、『ワルキューレ』
の別演出を含む）、『ローエングリン』（2021年）、『パ
ルジファル』（2022年）と展開されてきたが、いよいよ
2023年には、残る大作『ニュルンベルクのマイスター
ジンガー』が取り上げられる。これでワーグナーのい
わゆる「スタンダード・レパートリー10作品」が全部
そろうことになった。一口で言えば、これは素晴らし
い偉業である。わが国でこの10作品全部を自ら主催して上演した団体は、過去には東京二期会と、新国立劇場しかないのだ。

　さて、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』とは、どんな楽劇なのか？これは、ワーグナー
唯一の「明るい」物語と音楽なのである。登場人物のだれも死なないし、ドラマもハッピーエン
ドになる。
　「マイスター」とは、ここでは詩歌芸術の奥義を会得し、かつ、手に練達の職を持った親方を
さす。以前は「名歌手」と訳されていたが、それでは意味が正確でないとされ、結局原語で呼ば
れるようになった。いずれにせよそれは、中世ドイツの音楽文化を支えた重要な集団なのであ
る。そしてこの楽劇は、その実在の代表的人物である靴屋の親方ハンス・ザックスを中心に、斬
新な詩歌芸術のセンスを持った青年騎士ワルターと、旧来の伝統形式に固執する頑固な書記
ベックメッサーとの対立が織り込まれるなどして繰り広げられる、コミカルな雰囲気満載の作
品というわけだ。
　そして、なにしろ音楽が魅力的である。ワーグナーが円熟の技法を駆使した雄渾壮大な「第
１幕前奏曲」は、演奏会のプログラムとしてもおなじみの名曲だ。ザックスが歌う「にわとこの
香り」や、ワルターが歌う「朝はばら色に輝き」も美しく、終幕でザックスがドイツ芸術を讃える
クライマックスは、聴き手を巻き込む圧倒的な力に満ちている。

1862年、ドイツ、ウィスヴァ―デンにあるラ
イン川沿いのワーグナーの仕事場。ニュル
ンベルクのマイスタージンガーが作曲され
たと記されたプレートが付けられている。

連続
エッセイ
Vol.1

上演に
寄せて

びわ湖ホールプロデュースオペラ

ニュルンベルクの  マイスタージンガー
ニュルンベルクの

滋賀県彦根市西今町１番地

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 木の家専門店 谷口工務店

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
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滋賀県立文化産業交流会館 　当館のある米原は、今冬何度も大雪
に見舞われ、心から春が待ち遠しい時
間を過ごしました。やっと日差しが暖
かくなった今日この頃。春の訪れを皆
さんと喜びあえるような、当館ならで
はの、この時期イチオシ公演をご紹介
いたします。

季刊誌 湖国と文化 2022年 vol.179・春号
特集 彦根城は語る
　世界遺産登録の行方が注目さ
れる彦根城。その魅力と実力、
知っていますか？東西の境、戦国
と平和の境に生まれ、激動の400
年を生き抜き、歴史を体現する
稀有な存在です。彦根城は何を
語っているのか、耳を澄ませてみ
ませんか。また、もうひとつの特
集で、生誕150年の山元春挙を
とりあげます。近代日本画の第一
線を担った大家・春挙の創作と
滋賀とのかかわり、そして故郷・
膳所の蘆花浅水荘で美の世界を自在に楽しむ姿。「二つの春
挙」を美しいカラーでどうぞ。

〈販売価格〉６６０円
〈取り扱い〉県内書店、びわ湖ホールシアターショップ など
〈お問合せ・購入申込〉びわ湖芸術文化財団 地域創造部

「湖国と文化」編集室（ＴＥＬ：077 523 7146）

日　時 6月12日（日）　16：00開演
長浜文化芸術会館（長浜市大島町37）会　場

びわ湖ホールチケットセンター（現金・窓口販売のみ）
びわ湖芸術文化財団オンラインチケット　ほか

プレイガイド

びわ湖音楽祭実行委員会　TEL.080-3841-4252（担当：小松）
メールアドレス：ongakusai100@gmail.com

お問合わせ

4月1日発行予定

※Art journeyからネーミングした「えいじゃに」では、「文化産業
　交流会館」とびわ湖芸術文化財団「地域創造部」からのイベント
　情報を発信します。気軽にArtの旅を楽しんでください。

滋賀県立文化産業交流会館の

「春」の注目公演

近江の春 びわ湖クラシック音楽祭２０２２　米原公演
「びわ湖ホール声楽アンサンブル＆女声フォレスタ
   コラボレーションコンサート～音楽の環シリーズ～」

ラストラーダカンパニー
「サーカスの灯」

びわ湖ホール声楽アンサンブル
　ソプラノ 栗原未和　黒田恵美
　メゾソプラノ 田中千佳子
　テノール 島影聖人　古屋彰久
　バリトン 迎 肇聡　林 隆史
　ピアノ 植松さやか　　
女声フォレスタ
　内海万里子　吉田和夏　池田史花　三宅里菜
　小笠原優子　財木麗子　吉田明未　
　ピアノ　石川和男　
司会
　竹内直紀　大野 隆

出演者

佐々木治彦氏  NHK制作局　第５制作ユニット　チーフ・プロデューサー
森西真弓氏　  大阪樟蔭女子大学名誉教授、元『上方芸能』編集代表
川崎貴久氏　  尺八演奏家、琴古流・普化尺八演奏　教授

登壇者

NHK古典芸能プロデューサーが語る　古典芸能の魅力タイトル

アートマネジメント講座の参加者の声

一般2,500円　青少年（25歳未満）1,500円
［全席指定］　※6歳未満入場不可

入場料

滋賀県立文化産業交流会館（窓口・オンライン）
びわ湖ホールチケットセンター（現金・窓口販売のみ）
ローソンチケット（Lコード：56365）

プレイガイド

滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール会　場

４月２９日（金・祝）　１４：００開演日　時

5月8日（日）①13：00開演 ②15：30開演 （２回公演）日　時

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円
親子ペア2,500円　［全席指定］
※0歳から入場可

入場料

滋賀県立文化産業交流会館（窓口・オンライン）
びわ湖ホールチケットセンター（現金・窓口販売のみ）
ローソンチケット（Lコード：52158）

プレイガイド

滋賀県立文化産業交流会館　小劇場会　場

　「近江の春 米原公演」は、毎年、びわ湖ホール声楽アンサンブ
ルとフォレスタのコラボレーション公演を重ねてきました。今年
は、フォレスタから「女声」メンバーが登場し、春の麗らかさ満開
の趣向です。内容は、前半には昨年大好評だった「オペレッタ
『こうもり』スーパーハイライト」がバージョン２として登場、後
半には「女声」に着目した様々な楽曲を披露します。笑いも感動
も詰め込んだ盛りだくさんの公演です。当館でしか観られませ
んのでお見逃しなく！

　ラストラーダカンパニーは、当館初登場！　国内外で道化の技を学んだアー
ティストとパフォーマーのChang&LONTOが、真っ白な和紙のサーカステン
トで繰り広げる、おとぎ話のような舞台。言葉を使わない公演で、想像力が膨ら
み、子どもから大人まで楽しめます。小中学生対象の身体表現ワークショップも
行いますので、奮ってご参加ください！

必要なのは、自分の身体だけ！
言葉に頼らずパントマイムでコミュニケーションしてみよう！

本公演の構成をご担当の竹内さんと
女声フォレスタの小笠原さんから、
メッセージが届いています。

　みなさん！こんにちは！
　今回は単独としては初めて女声フォレスタメンバーが出演いたします。
前半はびわ湖チームによりますオペレッタ「こうもり」のスーパーハイライ
ト、後半は女声フォレスタによるザ・ピーナッツや美空ひばりさんなどの昭
和歌謡、ジャンルを超えてそれぞれのチームが共演します。クラシックと
ポップスの融合、オペレッタ『こうもり』ならでは魅力もたっぷりです。
私、竹内＆大野も司会、そして『こうもり』にも出演予定です。
歌によって癒されて歌によって元気になってほしい！
そんな想いを込めお届けします。
　「癒しと活力」「心の健康」今必要なものはこれですよ！
　みなさん！ お待ちしてまーす！

　4月に、びわ湖ホール声楽アンサンブルの皆様と、
フォレスタ女声メンバーが共演させていただける事にな
りました。今からとても、ワクワクしております。フォレスタ
女声メンバーが全員で参加するのは、なんと今回が初
めてですが、２つのグループのサウンドが重なり合って、

色鮮やかなハーモニーになるのではと、楽しみです。楽しみといえば、私
もメンバーも大好きな「琵琶湖周航の歌」。コンサートでもよく歌います
し、私たちのCDアルバムにも収録されています。この歌を、地元滋賀で
歌えたら幸せだろうなーと、期待が膨らんでおります。どうぞみなさま、4
月の公演でお会いしましょう！

一般4,000円（当日：5,000円）　25歳未満2,000円（当日：2,500円）
※全席自由席　※未就学児入場不可

入場料
4/16（土）チケット発売予定

チケット発売中

チケット発売中

◎「サーカスの灯」公演

無料（要事前申込み）参加費

4月10日（日）①11：00 ②14：00 （2回実施・各回15人ずつ）日　時

滋賀県立文化産業交流会館　練習室会　場

滋賀県立文化産業交流会館　ホームページ申込みフォーム申し込み

小学生～中学生対　象

◎ラストラーダカンパニーによる身体表現ワークショップ

「アートマネジメント人材養成講座」を行いました（2/27㈰）
　当館では、ホール職員や舞台公演の企画・制作者、またアートマネジメントに関心のある方を対象に、毎年「アートマネジメント人材養成講座」を
開催しています。今年は、「にっぽんの芸能」や「古典芸能への招待」などNHK古典芸能番組等のチーフ・プロデューサー佐々木治彦氏を招き、「古
典芸能の魅力」を語っていただきました。その講演をヒントに、上方の古典芸能研究者の森西真弓氏と尺八演奏家の川崎貴久氏も加わり「古典芸
能の現在と未来への展望」についてディスカッションしました。ここでしか聞けない貴重な話が沢山飛び出しました。参加者の声をご紹介します。

●古典芸能について、こんな真面目な話を聞いたのは初めて。目からウロコでした。
●佐々木氏の講演の企画に関しての「切り口」の工夫、実演の「解説」と「イマジネーション」のバランスの兼ね合いなど、興味深く伺いました。
●思いがけず川崎さんの尺八演奏を聴けて感動しました。音色の多様性にビックリ！今後、邦楽公演に足を運びたいと思います。
●森西先生の司会はわかりやすく、他の方の魅力を引き出されていて楽しく拝聴しました。

令和4年度自主事業ラインアップ発表＆
大阪音楽大学との連携・協力協定を締結
　2月10日（木）に令和4年度自主事業のラインアッ
プ発表を行いました。また、関西で唯一、邦楽専門
分野のカリキュラムを有する大阪音楽大学と連携・
協力協定を締結したことを報告しました。大阪音大

と人材交流を
はかり、双方が
培ってきたノウ
ハウを生かし
た古典芸能分
野の自主制作
および観客創
造を進めてい
きたいと考え
ています。

　当館は、令和３年度「地域創造大賞（総務大臣賞）」
を受賞しました。この賞は、（一財）地域創造が、地域
における創造的で文化的な表現活動のための環境
づくりに特に功績のあった公立文化施設を表彰する
ものです。当館が約10年にわたり伝統文化の普及に
注力したことが主な受賞理由で、職員一同喜んでい
ます。1月21日には、東京で表彰式が行われました。

地域創造部情報

報告

第4回びわ湖音楽祭 in 長浜
令和4年度 滋賀県アートコラボレーション事業

　加藤登紀子をむかえ、琵琶湖周航の歌を次世代に歌いつぎ、琵琶湖環境保全
と滋賀県への郷土愛を育むことを目的に、県民参加による音楽祭を開催します。

加藤登紀子 第1回びわ湖音楽祭　フィナーレより

竹内直紀さん

小笠原優子さん

「地域創造大賞（総務大臣賞）」を受賞しました！

佐々木治彦森西真弓 川崎貴久

※掲載中の公演は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、延期・中止となる場合がございます。最新情報はホームページにて順次ご案内します。 1110



チケットI n f o rm a t i o n

パソコン（座席選択可）、スマートフォン（座席選択不可）から24時間いつでもチ
ケット予約・購入ができます。お支払いは、クレジットカードのご利用のほか、全国の
セブンイレブン・ファミリーマートでのお支払い・チケットの受け取りも可能です。
（一部公演、席種を除く）

直接、下記までお問い合わせください。

※お支払い、チケットの受取方法をお選びいただき、期日までにお手続きください。お支払い、チケットの受取方法に
　より、代金の他に手数料がかかります。

【利用方法】①チケット予約・購入　②チケットの受取（会館窓口 or セブンイレブン・ファミリーマート）

インターネット予約 https://biwako-arts.tstar.jp

〈アクセス〉
（電車でお越しの方）

（お車でお越しの方）

（無料）

JR新幹線・琵琶湖線・東海道本線・北陸本線 米原駅西口より徒歩7分

《駐車場のご案内》

文産
〒521-0016  滋賀県米原市下多良2-137
TEL.0749-52-5111  FAX.0749-52-5119

360
北陸自動車道米原インターより約10分　または　名神高速道路彦根インターより約15分
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※月曜休館。月曜日が休日の場合はその翌日以降の休日でない日。年末年始（12月29日～1月3日）
滋賀県立文化産業交流会館  TEL.0749（52）5111
電話予約、窓口販売

https://www.s-bunsan.jp/

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http://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。

チケットセンター
TEL.077（523）7136

インターネット予約

電話予約 窓口販売Ticket

2階チケットセンター

https://www.biwako-hall.or.jp/

〈アクセス〉
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

《駐車場のご案内》

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

びわ湖ホール

※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。　※一部公演を除き全席指定。
※一部公演を除き6歳未満のお子様はご入場になれません。
【青少年割引当日券の販売】青少年割引当日券がある公演は、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。
【シアターメイツ優待公演】 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）。

〒520-0806  滋賀県大津市打出浜15番1号
TEL.077-523-7133 FAX.077-523-7147
https://www.biwako-hall.or.jp/

チケットI n f o rm a t i o n

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）

10：00～19：00／火曜休館　※休日の場合は翌日。

849

劇場・舞台芸術の力
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
副事務総長

れました。いま、大阪・関西万博のアンバサダーを
務めていただいている指揮者の佐渡 裕さんは、万
博博士と呼ばれたくて何度も会場を訪れた万博
ファン。後の師匠バーンスタインの生演奏には行け
なかったそうですが、強く印象に残ったそうです。
　大阪・関西万博が開催される2025年には国
内外からたくさんの方が関西へお越しになりま
す。万博を訪れた方には、ぜひ琵琶湖まで足を延
ばしていただき、古来より交通の要衝として発展
してきた琵琶湖の豊かな歴史や食とともに、今や
国内有数の文化発信拠点となったびわ湖ホール
で、コンサートや舞台芸術を楽しんでもらえたらと
思います。2025年に向けて、皆様のさらに充実し
た活動に期待しています。私も万博の仕事が一段
落したら、ぜひまたびわ湖ホールへ伺いたいと考
えています。

2017年度よりびわ湖芸術文化財団は、びわ湖ホールと文化産業交流会館
の2つの劇場を持つ財団として活動をしています。これを機にスタートした
このコーナー。劇場に関わるさまざまな方に想いを綴っていただきます。

2025年大阪・関西万博会場イメージ図

駐日ルクセンブルク公国大使による夢洲会場予定地視察（左は筆者）

2025年に向けて、さらなる充実を
　縁あって大津で４年間勤務し、滋賀のたくさんの
方と関わらせていただきましたが、在任中、びわ湖
ホールでのコンサートには何度か訪れ、素晴らしい
琵琶湖の風景とともに楽しみの一つになっていま
した。近年、オペラの意欲的な公演などにも取り組
んでおられ、特徴ある文化発信拠点としての魅力、
発信力がさらに高まっていると感じています。
　私は現在、2025年に開催される大阪・関西万
博の事務局である日本国際博覧会協会で、海外の
国々への参加招請活動を担当しています。日本で
初めて開催された1970年の大阪万博では、万博
の公式行事としてクラシック音楽のコンサートが行
われました。ベルリン・フィルがカラヤンと、ニュー
ヨーク・フィルがバーンスタインと、ベルリン・ドイ
ツ・オペラやボリショイ・オペラも来日するなど、海
外の著名なオーケストラ、オペラが多数大阪を訪

櫟　真夏
いちのき ま　 なつ
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