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公演チケット情報 4月

（今森光彦）今年もオーレリアンの庭に色とりどりのチューリップの花が咲きました。

掲載内容は、3月7日（月）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。

アリス＝紗良・オット
ⒸPascal Albandopulos  DG

3/25（金） 友の会優先発売  3/27（日） 一般発売3/24（木） 友の会優先発売  3/26（土） 一般発売

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

アリス＝紗良・オット ピアノ・リサイタル
～Echoes Of Life～
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。「聴衆とひとつの物語、ひとつ
の経験を共有し、初めから終わりまで、一緒にひと
つの旅を体感したい」と語るアリスが、映像や照明
演出とともに贈る70分のライブ体験。お楽しみに。

青山登志和

バレエ・オペラ・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誘う講座シリーズの第4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。

～バレエ・オペラ・古典芸能～
初心者向け・トライアングル講座vol.4

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バレエ編 4月23日（土）14：00～16：30
②オペラ編 8月28日（日）14：00～16：30
③古典芸能編 10月8日（土）14：00～16：30
［リハーサル室］

出演：アリス＝紗良・オット（ピアノ）
映像デザイン：ハカン・デミレル（建築家）
［曲目］ショパン：24の前奏曲 op.28　　ほか

前橋汀子
Ⓒ篠山紀信

プラシド・ドミンゴ
ⒸFiorenzo Niccoli

アンジェラ・ゲオルギュー
ⒸCosmin Gogu

ヴァハン・マルディロシアン

6月11日（土）14：00開演［大ホール］
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

名曲コンサート

前橋汀子ヴァイオリン・リサイタル
今年、演奏活動60周年を迎えた、日本を代表する国
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
達の演奏で至宝の名曲をお届けします。

出演：TAIRIKプロデュース「古澤 巖の品川カルテット」
　　   古澤 巖、福田悠一郎（ヴァイオリン）、TAIRIK（ヴィオラ）、髙木慶太（チェロ）

TAIRIKプロデュース
「古澤 巖の品川カルテット」

6月16日（木）15：00/19：00開演［大ホール］
一般5,500円

お問い合わせ：びわ湖ホールチケットセンター 077-523-7136

共
　催

カリスマ的ヴァイオリニスト古澤 巖を中心メンバーとした、TAIRIKプ
ロデュース「古澤 巖の品川カルテット」が登場！

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）

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番「春」op.24
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番より）
クライスラー：愛の喜び　　ほか

［曲目］

5月22日（日）14：00開演［中ホール］
一般5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）3,000円

山海塾「かがみの隠喩の彼方へ ― かげみ」
リ・クリエーション
2000年にびわ湖ホールが山海塾・パリ市立劇
場と共同制作し、パリでの世界初演後、01年に
びわ湖ホールで日本初演した作品。舞台一面に
ゆらめく蓮の葉、仮想の水面、水鏡に交差する光
と影－－世界を熱狂させた美の世界を再び。今回
はびわ湖ホールでのみ上演します。お見逃しなく！
演出・振付・デザイン：天児牛大
舞踏手：竹内 晶、市原昭仁、松岡 大、石井則仁
　　　  岩本大紀、髙瀨 誠、伊藤壮太郎 4/1（金） 友の会優先発売  4/3（日） 一般発売

出演：プラシド・ドミンゴ、アンジェラ・ゲオルギュー
指揮：フランチェスコ・イヴァン・チャンパ　 管弦楽：大阪交響楽団

プラシド・ドミンゴ プレミアムコンサート

6月23日（木）18：30開演［大ホール］
SS席42,000（41,000）円 S席34,000（33,000）円 A席29,000（28,000）円
B席24,000（23,000）円 C席19,000円 D席14,000円

お問い合わせ：株式会社コンサート・ドアーズ　03-3544-4577

共
　催

元祖「3大テノール」の
一人プラシド・ドミンゴと、
世界的プリマドンナ アン
ジェラ・ゲオルギュー。オ
ペラ界の2大スターの夢
の競演です。

特別コンサート

山海塾「かげみ」
ⒸJacques Denarnaud

日本初の公共ホール専属声楽家集団、びわ湖ホール声楽アンサンブル。新メンバーを迎えてますます元気な本年度の専属メンバーと、さ
らに経験を積んで活動の幅を広げ続けるソロ登録メンバーが、それぞれ「近江の春」で2022年度の活動をスタートします！4月29日の前
日祭に登場する、ソロ登録メンバーを中心にした「近江の春祝祭声楽アンサンブル」の公演を指揮する大川修司と、5月1日の専属メン
バーの「オペラ合唱名曲選」公演で指揮とピアノを担当する河原忠之に、それぞれの公演について聞きました。

びわ湖ホール
声楽アンサンブル公演に注目！

大川修司
（指揮）

気球にのってどこまでも、夢の世界を、歌えバンバン、翼をください
あの素晴しい愛をもう一度、混声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」
怪獣のバラード

［曲目］

出演：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*

　　 大川修司（指揮）、越知晴子（ピアノ）
*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

全席1,500円　18歳以下1,000円
※　　　　公演のみライブ&アーカイブ配信します。
詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。
29-1

今回の公演は「素晴らしき日本の歌」という題名でお
送りします。この題名は音楽監督の沼尻さんが決めて
くださいました。プログラムの前半では、僕がまだ中学
生だった頃の音楽の教科書にのっていた曲や中学校
の校内合唱コンクール、合唱祭などで歌われていた
曲を中心に選びました。そしてプログラム後半は「ふる
さとの四季」です。これは日本の美しさがたくさんつ
まった名曲です。短い時間ですがみなさまに「素晴らし
き日本の歌」を楽しんでいただければと思っています。

13：00開演［小ホール］

素晴らしき日本の歌
29-1前日祭

４月29日
（金・祝）

©K.Miura

河原忠之
（指揮・ピアノ）

ワーグナー：楽劇『ニュルンベルクの
                マイスタージンガー』より
                オープニング
ワーグナー：歌劇『タンホイザー』より
                “歌の殿堂をたたえよう”
ヴェルディ：歌劇『トロヴァトーレ』より“鍛冶屋の合唱”
カタラーニ：歌劇『ラ・ワリー』より第1幕フィナーレ
ヴェルディ：歌劇『ナブッコ』より“行け、わが想いよ、黄金の翼に乗って”

［曲目］

出演：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

オペラの合唱の素晴らしさを全て体感していただきた
いという贅沢だが難しい要求に応えるべくプログラ
ミングしてみました。びわ湖ホール声楽アンサンブルと
いう、ソロもアンサンブルも合唱もなんでもこなすスー
パー集団ならではのプログラムで、大合唱の曲から
アンサンブル、そしてソロまで取り揃えました。今年の
音楽祭のテーマであるカタラーニの歌劇『ワリー』の
アリアを含むアンサンブルは滅多に聴けない貴重な
体験です。どうか今年も皆さんでご来場いただき、共
に音楽の力で充実した心の時間を過ごしましょう。

14：20開演［小ホール］

オペラ合唱名曲選
01-4

5月1日
（日）

びわ湖ホール声楽アンサンブル

おすすめ
公演
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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

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。※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



室内楽 

オーケストラ

共
　催

お問い合わせ：びわこのこえ　090-6664-5917

びわこのこえフェスティバル vol.2
6月25日（土）公演①15：00開演、公演②18：00開演［中ホール］
［曲目］日本のうた（公演①）、ディズニー・ソング（公演②）
友の会優先発売4月8日（金）　一般発売4月10日（日）
一般3,000円　2公演セット券5,000円 ※2公演セット券は電話・窓口のみ取り扱い

お問い合わせ：一般社団法人 近江シンフォニエッタ　050-5479-9131

第2回近江シンフォニエッタ演奏会～解体新書から哲学の道へ～
5月15日（日）14：00開演［大ホール］
指揮：沼尻竜典　ピアノ：リード希亜奈　管弦楽：近江シンフォニエッタ
［曲目］ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」　ほか
SS席12,000円　S席8,000（6,500）円　A席6,000（4,500）円　B席4,500（3,500）円

チケット発売中

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取扱い（電話・窓口のみ）

今月号の
おすすめ公演！
詳細は4面へ

声 楽 びわ湖ホール声楽アンサンブル
フォーレ作曲 「レクイエム」

第74回定期公演
3月26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

米原公演 vol.2

3月27日（日）14：00開演［文化産業交流会館 イベントホール］
一般2,500円　青少年（25歳未満）1,500円
滋賀県立文化産業交流会館　TEL.0749-52-5111

園田隆一郎
©Fabio Parenzan

園田隆一郎を指揮に迎え、フォーレのレクイエムを信長貴
富による編曲版でお贈りします。
指揮：園田隆一郎
出演：石上真由子（ヴァイオリン）、叶澤尚子、細川 泉（ヴィオラ）
       北口大輔（チェロ）、大槻健太郎（コントラバス）、長田真実（オルガン）
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル

3月21日（月・祝）14：00開演［大ホール］
大人2,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円

藤岡幸夫

指揮：藤岡幸夫　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

［曲目］ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ 第9番
　　　エルガー：永遠の光
　　　　　　　（エニグマ変奏曲より「ニムロッド」）
　　　バーバー：神の子羊
　　　　　　　 （弦楽のためのアダージョ）
　　　フォーレ（信長貴富・編）：レクイエム
                                         ニ短調 op.48

子どもから大人まで楽しみなが
ら学べるオーケストラ入門シ
リーズ！ 子どもたちにぜひ聴い
てもらいたい名曲の数 を々、藤
岡幸夫率いる関西フィルハー
モニー管弦楽団のフルオーケ
ストラ演奏でお贈りします。

子どものための管弦楽教室
オーケストラと遊んでみよう！

4歳から
入場
できます

0歳から
入場できます

3歳から
入場できます

佐藤晴真 チェロ・リサイタル
びわ湖の午後60

佐藤晴真
Ⓒヒダキトモコ

3月20日（日）14：00開演［小ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

2019年ミュンヘン国際音楽コンクール チェロ部門において
日本人として初優勝、2020年には名門ドイツ・グラモフォンよ
りデビューアルバムをリリースした、今最も注目の若手チェリスト 
佐藤晴真が「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2019」に続
き登場します。ピアノは加藤昌則を迎え、待望の初共演です。

「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」は、びわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典がプロ
デュースするクラシック音楽の祭典として、2018年よりスタートしました。毎年ゴールデン
ウィーク期間にびわ湖ホールをメイン会場として開催し、厳選した一流アーティストやオー
ケストラの競演が楽しめます。
今年のテーマは、カタラーニ作曲 歌劇『ワリー』から“さようなら、故郷の家よ”。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。そんな音楽祭を目指して、今年も開幕します！

［曲目］メンデルスゾーン：チェロとピアノのためのソナタ第2番 ニ長調 op.58　ほか

［曲目］アンダーソン：舞踏会の美女
ヘンデル：アラ・ホーンパイプ
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」より
宮川彬良：シンフォニック・マンボNo.5
リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲　ほか

出演：佐藤晴真（チェロ）、加藤昌則（ピアノ）

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

大人気
指揮者体験
コーナーも
あります

お得に、より快適にびわ湖ホールの公演をお楽しみいただける会員制度で
す。公演の情報をいち早く得ることができ、優先的にチケットを購入すること
ができます。目的に合わせた３つのプランをご用意しています。

シアターメイツとは、子どもたちに舞台技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！

○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

びわ湖ホール 友の会 会 員 募 集

プラン１ 一般会員 年会費：2,500円（税込）

個人様向けのお得なプラン。良い席でお得に鑑賞したいけど、
年会費は抑えたい方におすすめ。
■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター　077-523-7136

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
稽古見学会など、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。

プラン２ サポート会員 年会費：1口 10,000円（税込）

個人・法人様向けのプラン。主催公演へのご招待やオペラ公演ゲネプロ
のご鑑賞を楽しみたい方におすすめ。
■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター　077-523-7136

プラン３ 特別会員 年会費：1口 100,000円（税込）

個人・法人様向けの特別なプラン。社会活動の一環や企業の広告媒体のひとつとした
い方、プロデュースオペラのご招待など、より多くの公演を楽しみたい方におすすめ。
■お問い合わせ　びわ湖芸術文化財団 法人本部 営業部　077-523-7140

入会方法
インターネット（https://www.biwako-hall.or.jp/member/tomonokai/）
またはびわ湖ホールチケットセンター窓口にてご入会いただけます。
特別会員のご入会については、法人本部 営業部にお問合せください。

入会方法
６歳以上18歳以下の方ならどなたでも無料で入会いただけます。
次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）・生年月日を書いて
　「びわ湖ホール  シアターメイツ係」宛へ郵送
③チケットセンター窓口で申込

■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター TEL：077-523-7136
　　　　　　　　（10：00~19：00/火曜休館※休日の場合は翌日）

会員
大募集!
年会費無料

びわ湖ホール声楽アンサンブル

4月30日（土）・5月1日（日）［大ホール・小ホール］前日祭４月29日（金・祝）
「さようなら、故郷の家よ」（カタラーニ作曲　歌劇『ワリー』より）

最新情報については、
音楽祭特設ページをご覧ください。
https://festival.biwako-hall.or.jp/

４月29日（金・祝） 前日祭
［小ホール］13：00開演 素晴らしき日本の歌

出演：近江の春祝祭声楽アンサンブル
　　  大川修司（指揮）、越知晴子（ピアノ）

29-1

［小ホール］14：45開演 ショパンが聴いたショパン
出演：上村文乃（チェロ）※ピリオド楽器使用
　　 川口成彦（フォルテピアノ）

29-2

４月30日（土）
［小ホール］10：00開演 出会いと別れ ～1843年製プレイエルと共に～

出演：川口成彦（フォルテピアノ）　使用楽器：プレイエル（1843年製）
30-1

［小ホール］12：30開演 プリモ登場！
出演：宮里直樹（テノール）、河原忠之（ピアノ）

30-3

［小ホール］14：30開演 至高の二重奏
出演：戸田弥生（ヴァイオリン）、清水和音（ピアノ）

30-4

［大ホール］15：30開演 大植英次指揮 大阪フィルハーモニー交響楽団
出演：大阪フィルハーモニー交響楽団
　　 大植英次（指揮）

30-5

［小ホール］17：00開演 晴れ晴れコンサート
出演：晴 雅彦（バリトン）、伊藤 晴（ソプラノ）、河原忠之（ピアノ）

30-6

［小ホール］11：40開演 東京フィル首席奏者の凱旋!!
出演：アレッサンドロ・べヴェラリ（クラリネット）、石井美由紀（ピアノ）

01-2

［大ホール］13：00開演 高関 健指揮 京都市交響楽団
出演：京都市交響楽団
　　  高関 健（指揮）、牛田智大（ピアノ）

01-3

［小ホール］14：20開演 オペラ合唱名曲選
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　  河原忠之（指揮・ピアノ）

01-4

［小ホール］16：00開演 いざ傑作の森へ！2
出演：児玉麻里（ピアノ）

01-5

［大ホール］17：00開演 グランド・フィナーレ
出演：大阪フィルハーモニー交響楽団
　　 大植英次（指揮）、上村文乃（チェロ）、伊藤 晴（ソプラノ）、晴 雅彦（バリトン）
　　 冨平安希子（ソプラノ）、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

01-6

［小ホール］10：00開演 0歳児からのコンサート
出演：冨平安希子（ソプラノ）、沼尻竜典（ピアノ）
※18歳以下500円　※18歳以上保護者1名につき、2歳以下のお子さま1名までひざ上無料

01-1

［大ホール］11：00開演 オープニング・コンサート
出演：京都市交響楽団
　　 沼尻竜典（指揮）
　　 砂川涼子（ソプラノ）、小山実稚恵（ピアノ）

30-2

※公演ごとにチケットが必要です。
［大ホール各公演］S席2,500円  A席2,000円  18歳以下S・A席とも1,000円引き
［小ホール各公演］全席1,500円  18歳以下1,000円

5月1日（日）

「日本のうた」を代表する美しい唱歌が
厳選されたCD。びわ湖ホール声楽
アンサンブルならではの息の合った美
しい合唱はもちろん、独唱や男声・女
声合唱も聴きどころです。

びわ湖ホール声楽アンサンブルが出演しているBS朝日の音楽番組「子
供たちに残したい美しい日本のうた」DVDが発売中です。

びわ湖ホール声楽アンサンブル初のCDを発売！

BS朝日
子供たちに残したい　美しい日本のうた
名作選１・２・３

歌い継ぎたいこころ 名曲選

出演： びわ湖ホール声楽アンサンブル
 　黒田恵美、船越亜弥、益田早織、森 季子
 　清水徹太郎、古屋彰久、五島真澄、松森 治
 　植松さやか（ピアノ）

価格：3,080円（税込）
取扱：びわ湖ホールチケットセンター窓口（現金のみ）

取扱：びわ湖ホールチケットセンター窓口（現金のみ）のほか
       Amazonでも取り扱っております。
曲目など詳しくはhttps://www.tvu.co.jp/product/nihonnouta_2021/をご覧ください。

収録曲：全１３曲
　　　  故郷／朧月夜／紅葉／冬景色／花／箱根八里／荒城の月／からたちの花
　　　  あわて床屋／待ちぼうけ／この道／仰げば尊し／琵琶湖周航の歌

価格：各巻3,300円（税込）

こちらも
発売中！

昨年の様子

ドイツおよび日本で数多くのオペラを指揮して
いる沼尻竜典びわ湖ホール芸術監督を講師に
迎える、オペラ指揮に特化したセミナーです。実
際に歌手やオーケストラを前に、モーツァルト
作曲の歌劇『フィガロの結婚』を題材にして、オ
ペラ指揮者として必要なことを学んでいただく
受講者を募集します。応募資格・応募方法など、
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VIII
～『フィガロの結婚』指揮法～ 受講者募集！

募集締切 4月6日（水）必着
講座日程 7月1日（金）～3日（日） 3日間

締切間近！

3月26日（土）の公演を有料配信します。
詳しくはホームページをご覧ください。

※　　　  「0歳児からのコンサート」は0歳から入場可。18歳以下500円。01-1

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 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



室内楽 

オーケストラ

共
　催

お問い合わせ：びわこのこえ　090-6664-5917

びわこのこえフェスティバル vol.2
6月25日（土）公演①15：00開演、公演②18：00開演［中ホール］
［曲目］日本のうた（公演①）、ディズニー・ソング（公演②）
友の会優先発売4月8日（金）　一般発売4月10日（日）
一般3,000円　2公演セット券5,000円 ※2公演セット券は電話・窓口のみ取り扱い

お問い合わせ：一般社団法人 近江シンフォニエッタ　050-5479-9131

第2回近江シンフォニエッタ演奏会～解体新書から哲学の道へ～
5月15日（日）14：00開演［大ホール］
指揮：沼尻竜典　ピアノ：リード希亜奈　管弦楽：近江シンフォニエッタ
［曲目］ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」　ほか
SS席12,000円　S席8,000（6,500）円　A席6,000（4,500）円　B席4,500（3,500）円

チケット発売中

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取扱い（電話・窓口のみ）

今月号の
おすすめ公演！
詳細は4面へ

声 楽 びわ湖ホール声楽アンサンブル
フォーレ作曲 「レクイエム」

第74回定期公演
3月26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

米原公演 vol.2

3月27日（日）14：00開演［文化産業交流会館 イベントホール］
一般2,500円　青少年（25歳未満）1,500円
滋賀県立文化産業交流会館　TEL.0749-52-5111

園田隆一郎
©Fabio Parenzan

園田隆一郎を指揮に迎え、フォーレのレクイエムを信長貴
富による編曲版でお贈りします。
指揮：園田隆一郎
出演：石上真由子（ヴァイオリン）、叶澤尚子、細川 泉（ヴィオラ）
       北口大輔（チェロ）、大槻健太郎（コントラバス）、長田真実（オルガン）
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル

3月21日（月・祝）14：00開演［大ホール］
大人2,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円

藤岡幸夫

指揮：藤岡幸夫　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

［曲目］ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ 第9番
　　　エルガー：永遠の光
　　　　　　　（エニグマ変奏曲より「ニムロッド」）
　　　バーバー：神の子羊
　　　　　　　 （弦楽のためのアダージョ）
　　　フォーレ（信長貴富・編）：レクイエム
                                         ニ短調 op.48

子どもから大人まで楽しみなが
ら学べるオーケストラ入門シ
リーズ！ 子どもたちにぜひ聴い
てもらいたい名曲の数 を々、藤
岡幸夫率いる関西フィルハー
モニー管弦楽団のフルオーケ
ストラ演奏でお贈りします。

子どものための管弦楽教室
オーケストラと遊んでみよう！

4歳から
入場
できます

0歳から
入場できます

3歳から
入場できます

佐藤晴真 チェロ・リサイタル
びわ湖の午後60

佐藤晴真
Ⓒヒダキトモコ

3月20日（日）14：00開演［小ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

2019年ミュンヘン国際音楽コンクール チェロ部門において
日本人として初優勝、2020年には名門ドイツ・グラモフォンよ
りデビューアルバムをリリースした、今最も注目の若手チェリスト 
佐藤晴真が「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2019」に続
き登場します。ピアノは加藤昌則を迎え、待望の初共演です。

「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」は、びわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典がプロ
デュースするクラシック音楽の祭典として、2018年よりスタートしました。毎年ゴールデン
ウィーク期間にびわ湖ホールをメイン会場として開催し、厳選した一流アーティストやオー
ケストラの競演が楽しめます。
今年のテーマは、カタラーニ作曲 歌劇『ワリー』から“さようなら、故郷の家よ”。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。そんな音楽祭を目指して、今年も開幕します！

［曲目］メンデルスゾーン：チェロとピアノのためのソナタ第2番 ニ長調 op.58　ほか

［曲目］アンダーソン：舞踏会の美女
ヘンデル：アラ・ホーンパイプ
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」より
宮川彬良：シンフォニック・マンボNo.5
リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲　ほか

出演：佐藤晴真（チェロ）、加藤昌則（ピアノ）

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

大人気
指揮者体験
コーナーも
あります

お得に、より快適にびわ湖ホールの公演をお楽しみいただける会員制度で
す。公演の情報をいち早く得ることができ、優先的にチケットを購入すること
ができます。目的に合わせた３つのプランをご用意しています。

シアターメイツとは、子どもたちに舞台技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！

○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

びわ湖ホール 友の会 会 員 募 集

プラン１ 一般会員 年会費：2,500円（税込）

個人様向けのお得なプラン。良い席でお得に鑑賞したいけど、
年会費は抑えたい方におすすめ。
■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター　077-523-7136

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
稽古見学会など、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。

プラン２ サポート会員 年会費：1口 10,000円（税込）

個人・法人様向けのプラン。主催公演へのご招待やオペラ公演ゲネプロ
のご鑑賞を楽しみたい方におすすめ。
■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター　077-523-7136

プラン３ 特別会員 年会費：1口 100,000円（税込）

個人・法人様向けの特別なプラン。社会活動の一環や企業の広告媒体のひとつとした
い方、プロデュースオペラのご招待など、より多くの公演を楽しみたい方におすすめ。
■お問い合わせ　びわ湖芸術文化財団 法人本部 営業部　077-523-7140

入会方法
インターネット（https://www.biwako-hall.or.jp/member/tomonokai/）
またはびわ湖ホールチケットセンター窓口にてご入会いただけます。
特別会員のご入会については、法人本部 営業部にお問合せください。

入会方法
６歳以上18歳以下の方ならどなたでも無料で入会いただけます。
次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）・生年月日を書いて
　「びわ湖ホール  シアターメイツ係」宛へ郵送
③チケットセンター窓口で申込

■お問い合わせ　びわ湖ホールチケットセンター TEL：077-523-7136
　　　　　　　　（10：00~19：00/火曜休館※休日の場合は翌日）

会員
大募集!
年会費無料

びわ湖ホール声楽アンサンブル

4月30日（土）・5月1日（日）［大ホール・小ホール］前日祭４月29日（金・祝）
「さようなら、故郷の家よ」（カタラーニ作曲　歌劇『ワリー』より）

最新情報については、
音楽祭特設ページをご覧ください。
https://festival.biwako-hall.or.jp/

４月29日（金・祝） 前日祭
［小ホール］13：00開演 素晴らしき日本の歌

出演：近江の春祝祭声楽アンサンブル
　　  大川修司（指揮）、越知晴子（ピアノ）

29-1

［小ホール］14：45開演 ショパンが聴いたショパン
出演：上村文乃（チェロ）※ピリオド楽器使用
　　 川口成彦（フォルテピアノ）

29-2

４月30日（土）
［小ホール］10：00開演 出会いと別れ ～1843年製プレイエルと共に～

出演：川口成彦（フォルテピアノ）　使用楽器：プレイエル（1843年製）
30-1

［小ホール］12：30開演 プリモ登場！
出演：宮里直樹（テノール）、河原忠之（ピアノ）

30-3

［小ホール］14：30開演 至高の二重奏
出演：戸田弥生（ヴァイオリン）、清水和音（ピアノ）

30-4

［大ホール］15：30開演 大植英次指揮 大阪フィルハーモニー交響楽団
出演：大阪フィルハーモニー交響楽団
　　 大植英次（指揮）

30-5

［小ホール］17：00開演 晴れ晴れコンサート
出演：晴 雅彦（バリトン）、伊藤 晴（ソプラノ）、河原忠之（ピアノ）

30-6

［小ホール］11：40開演 東京フィル首席奏者の凱旋!!
出演：アレッサンドロ・べヴェラリ（クラリネット）、石井美由紀（ピアノ）

01-2

［大ホール］13：00開演 高関 健指揮 京都市交響楽団
出演：京都市交響楽団
　　  高関 健（指揮）、牛田智大（ピアノ）

01-3

［小ホール］14：20開演 オペラ合唱名曲選
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　  河原忠之（指揮・ピアノ）

01-4

［小ホール］16：00開演 いざ傑作の森へ！2
出演：児玉麻里（ピアノ）

01-5

［大ホール］17：00開演 グランド・フィナーレ
出演：大阪フィルハーモニー交響楽団
　　 大植英次（指揮）、上村文乃（チェロ）、伊藤 晴（ソプラノ）、晴 雅彦（バリトン）
　　 冨平安希子（ソプラノ）、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

01-6

［小ホール］10：00開演 0歳児からのコンサート
出演：冨平安希子（ソプラノ）、沼尻竜典（ピアノ）
※18歳以下500円　※18歳以上保護者1名につき、2歳以下のお子さま1名までひざ上無料

01-1

［大ホール］11：00開演 オープニング・コンサート
出演：京都市交響楽団
　　 沼尻竜典（指揮）
　　 砂川涼子（ソプラノ）、小山実稚恵（ピアノ）

30-2

※公演ごとにチケットが必要です。
［大ホール各公演］S席2,500円  A席2,000円  18歳以下S・A席とも1,000円引き
［小ホール各公演］全席1,500円  18歳以下1,000円

5月1日（日）

「日本のうた」を代表する美しい唱歌が
厳選されたCD。びわ湖ホール声楽
アンサンブルならではの息の合った美
しい合唱はもちろん、独唱や男声・女
声合唱も聴きどころです。

びわ湖ホール声楽アンサンブルが出演しているBS朝日の音楽番組「子
供たちに残したい美しい日本のうた」DVDが発売中です。

びわ湖ホール声楽アンサンブル初のCDを発売！

BS朝日
子供たちに残したい　美しい日本のうた
名作選１・２・３

歌い継ぎたいこころ 名曲選

出演： びわ湖ホール声楽アンサンブル
 　黒田恵美、船越亜弥、益田早織、森 季子
 　清水徹太郎、古屋彰久、五島真澄、松森 治
 　植松さやか（ピアノ）

価格：3,080円（税込）
取扱：びわ湖ホールチケットセンター窓口（現金のみ）

取扱：びわ湖ホールチケットセンター窓口（現金のみ）のほか
       Amazonでも取り扱っております。
曲目など詳しくはhttps://www.tvu.co.jp/product/nihonnouta_2021/をご覧ください。

収録曲：全１３曲
　　　  故郷／朧月夜／紅葉／冬景色／花／箱根八里／荒城の月／からたちの花
　　　  あわて床屋／待ちぼうけ／この道／仰げば尊し／琵琶湖周航の歌

価格：各巻3,300円（税込）

こちらも
発売中！

昨年の様子

ドイツおよび日本で数多くのオペラを指揮して
いる沼尻竜典びわ湖ホール芸術監督を講師に
迎える、オペラ指揮に特化したセミナーです。実
際に歌手やオーケストラを前に、モーツァルト
作曲の歌劇『フィガロの結婚』を題材にして、オ
ペラ指揮者として必要なことを学んでいただく
受講者を募集します。応募資格・応募方法など、
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VIII
～『フィガロの結婚』指揮法～ 受講者募集！

募集締切 4月6日（水）必着
講座日程 7月1日（金）～3日（日） 3日間

締切間近！

3月26日（土）の公演を有料配信します。
詳しくはホームページをご覧ください。

※　　　  「0歳児からのコンサート」は0歳から入場可。18歳以下500円。01-1

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 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
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公演チケット情報 4月

（今森光彦）今年もオーレリアンの庭に色とりどりのチューリップの花が咲きました。

掲載内容は、3月7日（月）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。

アリス＝紗良・オット
ⒸPascal Albandopulos  DG

3/25（金） 友の会優先発売  3/27（日） 一般発売3/24（木） 友の会優先発売  3/26（土） 一般発売

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

アリス＝紗良・オット ピアノ・リサイタル
～Echoes Of Life～
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。「聴衆とひとつの物語、ひとつ
の経験を共有し、初めから終わりまで、一緒にひと
つの旅を体感したい」と語るアリスが、映像や照明
演出とともに贈る70分のライブ体験。お楽しみに。

青山登志和

バレエ・オペラ・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誘う講座シリーズの第4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。

～バレエ・オペラ・古典芸能～
初心者向け・トライアングル講座vol.4

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バレエ編 4月23日（土）14：00～16：30
②オペラ編 8月28日（日）14：00～16：30
③古典芸能編 10月8日（土）14：00～16：30
［リハーサル室］

出演：アリス＝紗良・オット（ピアノ）
映像デザイン：ハカン・デミレル（建築家）
［曲目］ショパン：24の前奏曲 op.28　　ほか

前橋汀子
Ⓒ篠山紀信

プラシド・ドミンゴ
ⒸFiorenzo Niccoli

アンジェラ・ゲオルギュー
ⒸCosmin Gogu

ヴァハン・マルディロシアン

6月11日（土）14：00開演［大ホール］
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

名曲コンサート

前橋汀子ヴァイオリン・リサイタル
今年、演奏活動60周年を迎えた、日本を代表する国
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
達の演奏で至宝の名曲をお届けします。

出演：TAIRIKプロデュース「古澤 巖の品川カルテット」
　　   古澤 巖、福田悠一郎（ヴァイオリン）、TAIRIK（ヴィオラ）、髙木慶太（チェロ）

TAIRIKプロデュース
「古澤 巖の品川カルテット」

6月16日（木）15：00/19：00開演［大ホール］
一般5,500円

お問い合わせ：びわ湖ホールチケットセンター 077-523-7136

共
　催

カリスマ的ヴァイオリニスト古澤 巖を中心メンバーとした、TAIRIKプ
ロデュース「古澤 巖の品川カルテット」が登場！

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）

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番「春」op.24
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番より）
クライスラー：愛の喜び　　ほか

［曲目］

5月22日（日）14：00開演［中ホール］
一般5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）3,000円

山海塾「かがみの隠喩の彼方へ ― かげみ」
リ・クリエーション
2000年にびわ湖ホールが山海塾・パリ市立劇
場と共同制作し、パリでの世界初演後、01年に
びわ湖ホールで日本初演した作品。舞台一面に
ゆらめく蓮の葉、仮想の水面、水鏡に交差する光
と影－－世界を熱狂させた美の世界を再び。今回
はびわ湖ホールでのみ上演します。お見逃しなく！
演出・振付・デザイン：天児牛大
舞踏手：竹内 晶、市原昭仁、松岡 大、石井則仁
　　　  岩本大紀、髙瀨 誠、伊藤壮太郎 4/1（金） 友の会優先発売  4/3（日） 一般発売

出演：プラシド・ドミンゴ、アンジェラ・ゲオルギュー
指揮：フランチェスコ・イヴァン・チャンパ　 管弦楽：大阪交響楽団

プラシド・ドミンゴ プレミアムコンサート

6月23日（木）18：30開演［大ホール］
SS席42,000（41,000）円 S席34,000（33,000）円 A席29,000（28,000）円
B席24,000（23,000）円 C席19,000円 D席14,000円

お問い合わせ：株式会社コンサート・ドアーズ　03-3544-4577

共
　催

元祖「3大テノール」の
一人プラシド・ドミンゴと、
世界的プリマドンナ アン
ジェラ・ゲオルギュー。オ
ペラ界の2大スターの夢
の競演です。

特別コンサート

山海塾「かげみ」
ⒸJacques Denarnaud

日本初の公共ホール専属声楽家集団、びわ湖ホール声楽アンサンブル。新メンバーを迎えてますます元気な本年度の専属メンバーと、さ
らに経験を積んで活動の幅を広げ続けるソロ登録メンバーが、それぞれ「近江の春」で2022年度の活動をスタートします！4月29日の前
日祭に登場する、ソロ登録メンバーを中心にした「近江の春祝祭声楽アンサンブル」の公演を指揮する大川修司と、5月1日の専属メン
バーの「オペラ合唱名曲選」公演で指揮とピアノを担当する河原忠之に、それぞれの公演について聞きました。

びわ湖ホール
声楽アンサンブル公演に注目！

大川修司
（指揮）

気球にのってどこまでも、夢の世界を、歌えバンバン、翼をください
あの素晴しい愛をもう一度、混声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」
怪獣のバラード

［曲目］

出演：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*

　　 大川修司（指揮）、越知晴子（ピアノ）
*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

全席1,500円　18歳以下1,000円
※　　　　公演のみライブ&アーカイブ配信します。
詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。
29-1

今回の公演は「素晴らしき日本の歌」という題名でお
送りします。この題名は音楽監督の沼尻さんが決めて
くださいました。プログラムの前半では、僕がまだ中学
生だった頃の音楽の教科書にのっていた曲や中学校
の校内合唱コンクール、合唱祭などで歌われていた
曲を中心に選びました。そしてプログラム後半は「ふる
さとの四季」です。これは日本の美しさがたくさんつ
まった名曲です。短い時間ですがみなさまに「素晴らし
き日本の歌」を楽しんでいただければと思っています。

13：00開演［小ホール］

素晴らしき日本の歌
29-1前日祭

４月29日
（金・祝）

©K.Miura

河原忠之
（指揮・ピアノ）

ワーグナー：楽劇『ニュルンベルクの
                マイスタージンガー』より
                オープニング
ワーグナー：歌劇『タンホイザー』より
                “歌の殿堂をたたえよう”
ヴェルディ：歌劇『トロヴァトーレ』より“鍛冶屋の合唱”
カタラーニ：歌劇『ラ・ワリー』より第1幕フィナーレ
ヴェルディ：歌劇『ナブッコ』より“行け、わが想いよ、黄金の翼に乗って”

［曲目］

出演：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

オペラの合唱の素晴らしさを全て体感していただきた
いという贅沢だが難しい要求に応えるべくプログラ
ミングしてみました。びわ湖ホール声楽アンサンブルと
いう、ソロもアンサンブルも合唱もなんでもこなすスー
パー集団ならではのプログラムで、大合唱の曲から
アンサンブル、そしてソロまで取り揃えました。今年の
音楽祭のテーマであるカタラーニの歌劇『ワリー』の
アリアを含むアンサンブルは滅多に聴けない貴重な
体験です。どうか今年も皆さんでご来場いただき、共
に音楽の力で充実した心の時間を過ごしましょう。

14：20開演［小ホール］

オペラ合唱名曲選
01-4

5月1日
（日）

びわ湖ホール声楽アンサンブル

おすすめ
公演

PICK UP

Stage No.285　2022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/
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独立行政法人日本芸術文化振興会
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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

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。※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


