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公演チケット情報 2月

（今森光彦）甘い香りを放ちながらロウバイの花が咲き始めました。

掲載内容は、1月11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。

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

声 楽 

1月22日（日）14：00開演［大ホール］
一般1,000円

船越亜弥 今届けたい歌
気軽にクラシック33

船越亜弥

2021年度第90回日本音楽コンクールの声楽部門
で見事1位に輝いた船越亜弥（びわ湖ホール声楽
アンサンブル出身）が登場します。大ホールに響く第一
級の歌声にどうぞご期待ください。

［曲目］ヴォルフ：祈り、隠棲
小林秀雄：落葉松
カタラーニ：さようなら故郷の家よ
ヴェルディ：乾杯の歌　ほか

出演：船越亜弥（ソプラノ）、大久保 亮（テノール）、大塚千草（ピアノ）

オーケストラ

ニコラス・ミルトン

2月5日（日）15：00開演［大ホール］
S席4,000（3,500）円　A席3,000（2,500）円　B席2,000円　C席1,000円
青少年（25歳未満）S～B席1,500円　シアターメイツS～B席750円

ニコラス・ミルトン指揮 日本センチュリー交響楽団

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
［曲目］ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
　　  ドヴォルジャーク：交響曲第9番「新世界より」

日本センチュリー交響楽団の演奏で名曲をお贈りす
るシリーズ。今回はドイツのゲッティンゲン交響楽団の
芸術監督兼首席指揮者を務めるニコラス・ミルトンが
交響曲の花形2曲をお贈りします。

名曲コンサート　華麗なるオーケストラの世界vol.５

ダンス

過去の公演より
Ⓒ宮川舞子／Maiko MIYAGAWA

森山開次
ⒸSadatoISHIZUKA

2月4日（土）15：00開演
　 5日（日）14：00開演［中ホール］
S席5,500（5,000）円　A席4,500（4,000）円
青少年（25歳未満）2,000円

星の王子さま －サン=テグジュペリからの手紙－

演出・振付・出演：森山開次  美術：日比野克彦
衣裳：ひびのこづえ  音楽：阿部海太郎
出演：アオイヤマダ、小㞍健太、酒井はな
　　 島地保武、坂本美雨　ほか

森山開次が「星の王子さま」の世界を
多彩なクリエーター、精鋭のダンサーと
ともに立ち上げる、大型ダンス作品。

KAAT

4歳から
入場
できます

声 楽 チャールズ・キム テノール・リサイタル

出演：チャールズ・キム（テノール）、河原忠之（ピアノ）
［曲目］シューベルト：美しき水車小屋の娘（抜粋）　ほか

２月４日（土）14：00開演［小ホール］
一般3,000円 青少年（25歳未満）1,500円

チャールズ・キム

2021年3月プロデュースオペラ『ローエングリン』のロー
エングリン役に予定されながら、コロナ禍により来日でき
なかったチャールズ・キム。ドイツで活躍するキムが3つの
異なる〈愛〉をテーマにしたドイツ歌曲を歌います。3月に
控える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』にも出演します。

オペラ

1月26日（木）・27日（金）・28日（土）・29日（日）
各日14：00開演［中ホール］
一般6,000（5,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

ロシアの児童文学作家マルシャーク
の名作を原作に、林 光が日本語の
テキストに作曲したオペラ『森は生き
ている』。美しい音楽と台詞で紡がれ
る心温まる物語をお贈りします。
指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演出：中村敬一
管弦楽：日本センチュリー交響楽団 2018年度の公演より

林 光 作曲 オペラ『森は生きている』
オペラへの招待

全2幕（日本語上演、日本語字幕付）

［キャスト］ 1/26・28 1/27・29
1月・総理大臣 市川敏雅 平 欣史
2月・廷臣 藤居知佳子 奥本凱哉
3月・リス・オオカミ・廷臣 坂田日生 船越亜弥*
4月・カラス・警護隊長 有本康人 清水徹太郎*
5月・ウサギ・もう一人の兵士・大使夫人・廷臣 藤村江李奈* 大川 繭*
6月・もう一人の娘・リス・廷臣 山岸裕梨 森 季子*
7月・むすめ・廷臣 𦚰阪法子 熊谷綾乃
8月・女官長・オオカミ 阿部奈緒 中嶋康子*
9月・おっ母さん・廷臣 山田知加 益田早織*
10月・女王 山際きみ佳* 佐藤路子*
11月・兵士 谷口耕平 宮城朝陽
12月・博士・古老 美代開太 松森 治*

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

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）

　カンタオールとはフラメンコ音楽の歌（カンテ）を歌う男性のこと。スペインで学び活躍する、日本を代表するカンタオールである
石塚隆充が、自身が結成したカルテットのメンバーとともに登場します。ここではカンタオールの魅惑の世界を紐解いていきます。

～フラメンコ音楽とスペイン語歌曲～

おすすめ公演PICK UP

2023年2月19日（日）14：00開演［小ホール］
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円石塚隆充（カンテ、ギター） 石塚まみ（ピアノ、ボイス）コモブチキイチロウ（ベース） 大儀見 元（パーカッション）

湖のほとりに立つ唯一無二のロケーション、そして国
内屈指の響きを持つホールで歌い、演奏させていた
だく事、大変嬉しく思います。フラメンコを軸に、ジャン
ルを融合・超越した挑戦を続ける自分の演奏が更に
深まる事は間違いなく、楽しみで仕方ありません。
びわ湖ホールのファンの方々に、ぜひ僕の歌とカル
テットの演奏を聴いていただければと思っておりま
す。会場にてお待ちしております。

お客様へのメッセージ

いし  づか  たか  みつ

石塚隆充

マラゲーニャ
ファリャ：7つのスペイン民謡
ヒナステラ：忘却の木の歌　ほか

マラゲーニャ
ファリャ：7つのスペイン民謡
ヒナステラ：忘却の木の歌　ほか

マラゲーニャ
ファリャ：7つのスペイン民謡
ヒナステラ：忘却の木の歌　ほか

ProgramProgramProgram

　フラメンコ音楽は、スペイン・アンダルシア地方の様々な音
楽を取り込み発展してきたものです。今回演奏予定の「マラ
ゲーニャ」は、もとはアンダルシアの港町「マラガ」に伝わる民
謡歌で、19世紀ごろからフラメンコの様式でも歌われるように
なりました。
　フラメンコのスタンダードとして、単独でも歌われることの
多い曲です。

アンダルシアの民謡を取り込む
フラメンコ音楽　フラメンコとは、19世紀初頭にスペインのアンダルシア地

方で生まれたとされる芸能で、踊り・ギター・カンテの3つで主
に構成されます。ギターと歌で奏でられる情熱的な旋律、ダン
サーの激しく優雅なステップが魅力的で日本でも大変人気で
す。2010年にユネスコ無形文化遺産にも登録されました。
　カンテの歌い手は、男性は「カンタオール」、女性は「カンタ
オーラ」と呼ばれます。

スペインの魅惑　フラメンコ音楽

　今回はフラメンコ音楽に加えて、南米の作品を含めたスペ
イン語の名歌曲をプログラムしています。偉大な作曲家とし
てスペインのクラシック音楽史に名を残すマニュエル・デ・
ファリャの「7つのスペイン民謡」をはじめとする魅力的な作品
を、ギター、ピアノ、ベース、パーカッションのカルテットで演奏
します。
　クラシックの作品を、自由で即興的な音楽であるフラメンコ
の歌手が歌うという斬新な試みにご注目ください。

スペイン語の名歌曲
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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、火曜日休館・休日の場合は翌日。）

Ticket

チケットセンター（2階）
窓口販売



チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演 チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

室内楽 

2月18日（土）14：00開演［中ホール］
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円

176 アン・セット・シス（ピアノ・デュオ）

176 アン・セット・シス
ⒸTakafumiUeno

山中惇史と高橋優介の2人により結成された
新進気鋭のユニットが登場。2台のピアノを縦
横無尽に駆使し、ピアノ・デュオの可能性を広
げます。

［曲目］レスピーギ（山中・高橋編）：ローマの松　ほか
出演：山中惇史、高橋優介（ピアノ）

室内楽 

2月11日（土・祝）14：00開演［中ホール］
 一般1,500円

京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル
京都しんふぉにえった

気軽にクラシック34

京都市交響楽団メンバーにより「音楽
を創作し楽しむこと」をモットーに結成さ
れた人気ユニットが登場します。

［曲目］ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番
ピアソラ：リベルタンゴ
レハール：君は我が心のすべて（喜歌劇『微笑みの国』より）　ほか

出演：京都しんふぉにえった、山本康寛（テノール）
京都しんふぉにえった

共
　催

お問い合わせ：大津児童合唱団　090-9270-1557

大津児童合唱団 　創立70周年記念　第50回定期演奏会
3月26日（日）13：30開演［大ホール］
出演：大津児童合唱団　（賛助出演）びわ湖フィルハーモニーオーケストラ、畠中三枝バレエ教室
小学生以上1,000円　※全席自由席 ※びわ湖ホールでは窓口・現金のみの取り扱い。 チケット発売中

チケット発売中
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.4　松井和彦作曲 落語オペラ『お神酒徳利』
3月25日（土）11：00/14：30開演［小ホール］
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー　ほか
一般3,000円

お問い合わせ：テレビマンユニオン　03-6418-8617

子供たちに残したい 美しい日本のうた　春休みコンサート
3月21日（火・祝）16：00開演［中ホール］
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル、藤木大地　ほか　司会：小宮悦子
S席5,000円　A席4,000円　子ども（3歳～小学生）1,500円（S席のみ）
友の会優先発売：1月19日（木）　一般発売：1月21日（土）

連
携
事
業

お問い合わせ：滋賀県立文化産業交流会館　0749-52-5111

平和堂財団　次世代育成セミナー「びわ湖ミュージックハーベスト2022」室内楽演奏会
3月26日（日）14：00開演［小ホール］
出演：びわ湖ミュージックハーベスト2022　室内楽セミナー受講生および講師
入場無料（要整理券）　※自由席

声 楽 

［曲目］琵琶湖周航の歌、オペラ・アリア
イタリアン・カンツォーネ　
テノール de コント　ほか

3月12日（日）14：00開演［大ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円
青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

帰ってきたびわ湖ホール四大テノール
ウルトラスーパースペシャルゲスト福井 敬

フォーエバーコンサートから２年、多くの皆様のお
声のおかげでびわ湖ホール四大テノールが帰っ
てきました。ウルトラスーパースペシャルゲストに
福井 敬さんを再びお招きし、今ここに復活！
出演：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）

過去の公演より

福井 敬

オーケストラ
マーラー・シリーズ

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　管弦楽：京都市交響楽団
［曲目］マーラー：交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

3月１9日（日）14：00開演［大ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円　B席3,000円
C席2,000円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ750円

沼尻竜典×京都市交響楽団
びわ湖ホール芸術監督沼尻竜典
がタクトを振るマーラー・シリーズ第
3弾は、マーラーにとって人生最も
幸福な時期に書かれたにも関わら
ず、「悲劇的」の副題を持つ、大作
の交響曲第6番をお贈りします。 京都市交響楽団

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、これまでに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

公開中の公演 2021年11月28日
　びわ湖ホール声楽アンサンブル ファンタジックオペラ
　松井和彦作曲　オペラ『泣いた赤おに』

オペラ

セミ・ステージ形式 全３幕（ドイツ語上演・日本語字幕付）

ワーグナー作曲『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
びわ湖ホールプロデュースオペラ

ワーグナー作品の聖地バイロイト祝祭劇場
で上演される全10作をいよいよ完遂。
指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ステージング：粟國 淳
管弦楽：京都市交響楽団

3月2日（木）・5日（日）13：00開演［大ホール］

青少年割引当日券

S席15,000（14,000）円　A席12,000（11,000）円　B席8,000（7,000）円
U30席（30歳以下）3,000円／U24席（24歳以下）2,000円
※SS席・C席・D席取扱終了

出演：
ザックス 青山 貴
ポーグナー 妻屋秀和
フォーゲルゲザング 村上公太
ナハティガル 近藤 圭
ベックメッサー 黒田 博
コートナー 大西宇宙
ツォルン チャールズ・キム
アイスリンガー チン・ソンウォン
モーザー 高橋 淳
オルテル 友清 崇
シュヴァルツ 松森 治※

フォルツ 斉木健詞
ヴァルター 福井 敬
ダフィト 清水徹太郎※

エファ 森谷真理
マグダレーネ 八木寿子
夜警 平野 和

※びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

沼尻竜典
©RYOICHI ARATANI

粟國 淳

青山 貴 黒田 博

福井 敬 森谷真理
©タクミジュン
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オペラ講座『ニュルンベルクのマイスタージンガー』（初級編／全2回）
講師：東条碩夫（音楽評論家）　[コラボしが21　3階大会議室]
第２回　１月22日（日）9：45～11：45
※第１回は終了しました。 チケット取扱終了

ワーグナー・ゼミナール（上級編・全３回）
〈第１回〉講師：岡田安樹浩（国立音楽大学講師／音楽学）
1月21日（土）14：00～16：45　[リハーサル室]
〈第２回〉講師：伊東史明（ドイツ文化史研究家）
2月12日（日）14：00～16：45　[リハーサル室] 
〈第３回〉講師：藤野一夫（芸術文化観光専門職大学副学長/音楽文化論・文化政策）
2月23日（木・祝）14：00～16：45 [コラボしが21 3階大会議室] チケット取扱終了

3月5日（日）9：45~[大ホール]
出演：粟國 淳（演出家）　ほか
料金：1,000円　※事前申込不要、『マイスタージンガー』公演チケット提示の方は無料

オペラ・ワークショップ

シアターメイツとは、子どもたちに舞台芸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

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
ご覧いただけます。

特典２ 限定イベントにご招待
リハーサル見学会など、楽しい限定イベントにご参加いただけます。

特典３ 公演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。

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

室内楽 

2月19日（日）14：00開演［小ホール］
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

カンタオールの世界～フラメンコ音楽とスペイン語歌曲～

出演：石塚隆充（カンテ、ギター）、石塚まみ（ピアノ、ボイス）
　　  コモブチキイチロウ（ベース）、大儀見 元（パーカッション）
［曲目］マラゲーニャ（フラメンコ伝統曲）

ファリャ：7つのスペイン民謡
ヒナステラ：忘却の木の歌　ほか

日本を代表するカンタオール（フラ
メンコ歌手）石塚隆充の弾き語りを
お聴きいただくほか、カルテットによ
るフラメンコ音楽とスペイン語歌曲
をお届けします。

大人の楽しみ方 33

今月号のおすすめ公演！ 詳細は4面へ
石塚隆充

チケットシステム停止のお知らせ
チケットシステムの更新に伴い、下記期間中はチケットサービスを停止させて
いただきます。
お客様にはご不便をおかけしますが何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、システムリニューアル後にネットチケットをご利用いただく場合は、新た
にお客様情報の登録が必要になります。詳しくは2月20日頃にホームページ
にてお知らせします。

オーケストラ

3月21日（火・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

指揮：藤岡幸夫（関西フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者）
管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

2008年度より実施してきた
好評のシリーズ。子どもたちが
楽しみながら学べるだけでな
く、大人も一緒にオーケストラ
についての知識や理解を深め
られる公演です。

子どものための管弦楽教室
オーケストラの楽器に注目！

4歳から
入場
できます

観客参加
コーナーもあり！

過去の公演より「指揮者体験コーナー」

［曲目］ビゼー：「アルルの女」第2組曲より“メヌエット”“ファランドール”
エルガー：行進曲「威風堂々」第1番　ほか

藤岡幸夫

連携大学の学生と「舞台技術研修～人
材育成講座～」の受講者がともに創り上
げる「成果発表公演」。
今回は音楽劇「シンデレラ」を上演します。
3月18日（土）14：00開演［中ホール］
大人1,000円　子ども（4歳～中学生）500円
※有料配信予定。詳細が決まり次第、びわ湖ホールホームページでお知らせします。

過去の公演より

4歳から
入場
できます「シンデレラ」（音楽劇）

舞台技術研修～人材育成講座～　「成果発表公演」

室内楽 

過去の公演より

3月11日（土）14：00開演［小ホール］
一般1,000円　18歳以下500円　※全席自由席

湖国新進アーティストによる演奏会
ザ・ファーストリサイタル2023

オーディションにより選ばれた、滋賀県出身・在住・在勤の新進アーティスト
による初リサイタル。若さ溢れるフレッシュな演奏にご期待ください。

宮田晴奈（ヴァイオリン）、小野 文（ピアノ）
R.V.ウィリアムズ：ロマンス&パストラーレ
エルガー：ヴァイオリンとピアノのための
　　　　 ソナタ ホ短調 op.82　ほか

第１部

松本知暁（マリンバ）
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調より
ジョセフ・シュワントナー：ヴェロシティーズ　ほか

第２部

山田知加（ソプラノ）、筈井美貴（ピアノ）
小林秀雄：演奏会用アリア「すてきな春に」
ドヴォルジャーク：歌劇『ルサルカ』より 月に寄せる歌　ほか

第3部

2023年2月20日（月）10：00～2023年2月22日（水）19：00窓口・電話予約
受付停止期間

2023年2月18日（土）19：00～2023年2月25日（土）9：59ネットチケット
予約停止期間

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 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：株式会社平和堂

はずむ心の お買物♬
〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地
TEL（0749）23-3111  FAX（0749）23-3118
URL https://www.heiwado.jp/

「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初のCDを発売！
歌い継ぎたいこころ 名曲選

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）

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

出演： びわ湖ホール声楽アンサンブル



チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演 チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

室内楽 

2月18日（土）14：00開演［中ホール］
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円

176 アン・セット・シス（ピアノ・デュオ）

176 アン・セット・シス
ⒸTakafumiUeno

山中惇史と高橋優介の2人により結成された
新進気鋭のユニットが登場。2台のピアノを縦
横無尽に駆使し、ピアノ・デュオの可能性を広
げます。

［曲目］レスピーギ（山中・高橋編）：ローマの松　ほか
出演：山中惇史、高橋優介（ピアノ）

室内楽 

2月11日（土・祝）14：00開演［中ホール］
 一般1,500円

京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル
京都しんふぉにえった

気軽にクラシック34

京都市交響楽団メンバーにより「音楽
を創作し楽しむこと」をモットーに結成さ
れた人気ユニットが登場します。

［曲目］ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番
ピアソラ：リベルタンゴ
レハール：君は我が心のすべて（喜歌劇『微笑みの国』より）　ほか

出演：京都しんふぉにえった、山本康寛（テノール）
京都しんふぉにえった

共
　催

お問い合わせ：大津児童合唱団　090-9270-1557

大津児童合唱団 　創立70周年記念　第50回定期演奏会
3月26日（日）13：30開演［大ホール］
出演：大津児童合唱団　（賛助出演）びわ湖フィルハーモニーオーケストラ、畠中三枝バレエ教室
小学生以上1,000円　※全席自由席 ※びわ湖ホールでは窓口・現金のみの取り扱い。 チケット発売中

チケット発売中
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.4　松井和彦作曲 落語オペラ『お神酒徳利』
3月25日（土）11：00/14：30開演［小ホール］
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー　ほか
一般3,000円

お問い合わせ：テレビマンユニオン　03-6418-8617

子供たちに残したい 美しい日本のうた　春休みコンサート
3月21日（火・祝）16：00開演［中ホール］
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル、藤木大地　ほか　司会：小宮悦子
S席5,000円　A席4,000円　子ども（3歳～小学生）1,500円（S席のみ）
友の会優先発売：1月19日（木）　一般発売：1月21日（土）

連
携
事
業

お問い合わせ：滋賀県立文化産業交流会館　0749-52-5111

平和堂財団　次世代育成セミナー「びわ湖ミュージックハーベスト2022」室内楽演奏会
3月26日（日）14：00開演［小ホール］
出演：びわ湖ミュージックハーベスト2022　室内楽セミナー受講生および講師
入場無料（要整理券）　※自由席

声 楽 

［曲目］琵琶湖周航の歌、オペラ・アリア
イタリアン・カンツォーネ　
テノール de コント　ほか

3月12日（日）14：00開演［大ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円
青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

帰ってきたびわ湖ホール四大テノール
ウルトラスーパースペシャルゲスト福井 敬

フォーエバーコンサートから２年、多くの皆様のお
声のおかげでびわ湖ホール四大テノールが帰っ
てきました。ウルトラスーパースペシャルゲストに
福井 敬さんを再びお招きし、今ここに復活！
出演：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）

過去の公演より

福井 敬

オーケストラ
マーラー・シリーズ

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　管弦楽：京都市交響楽団
［曲目］マーラー：交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

3月１9日（日）14：00開演［大ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円　B席3,000円
C席2,000円　青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ750円

沼尻竜典×京都市交響楽団
びわ湖ホール芸術監督沼尻竜典
がタクトを振るマーラー・シリーズ第
3弾は、マーラーにとって人生最も
幸福な時期に書かれたにも関わら
ず、「悲劇的」の副題を持つ、大作
の交響曲第6番をお贈りします。 京都市交響楽団

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、これまでに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

公開中の公演 2021年11月28日
　びわ湖ホール声楽アンサンブル ファンタジックオペラ
　松井和彦作曲　オペラ『泣いた赤おに』

オペラ

セミ・ステージ形式 全３幕（ドイツ語上演・日本語字幕付）

ワーグナー作曲『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
びわ湖ホールプロデュースオペラ

ワーグナー作品の聖地バイロイト祝祭劇場
で上演される全10作をいよいよ完遂。
指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ステージング：粟國 淳
管弦楽：京都市交響楽団

3月2日（木）・5日（日）13：00開演［大ホール］

青少年割引当日券

S席15,000（14,000）円　A席12,000（11,000）円　B席8,000（7,000）円
U30席（30歳以下）3,000円／U24席（24歳以下）2,000円
※SS席・C席・D席取扱終了

出演：
ザックス 青山 貴
ポーグナー 妻屋秀和
フォーゲルゲザング 村上公太
ナハティガル 近藤 圭
ベックメッサー 黒田 博
コートナー 大西宇宙
ツォルン チャールズ・キム
アイスリンガー チン・ソンウォン
モーザー 高橋 淳
オルテル 友清 崇
シュヴァルツ 松森 治※

フォルツ 斉木健詞
ヴァルター 福井 敬
ダフィト 清水徹太郎※

エファ 森谷真理
マグダレーネ 八木寿子
夜警 平野 和

※びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

沼尻竜典
©RYOICHI ARATANI

粟國 淳

青山 貴 黒田 博

福井 敬 森谷真理
©タクミジュン
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オペラ講座『ニュルンベルクのマイスタージンガー』（初級編／全2回）
講師：東条碩夫（音楽評論家）　[コラボしが21　3階大会議室]
第２回　１月22日（日）9：45～11：45
※第１回は終了しました。 チケット取扱終了

ワーグナー・ゼミナール（上級編・全３回）
〈第１回〉講師：岡田安樹浩（国立音楽大学講師／音楽学）
1月21日（土）14：00～16：45　[リハーサル室]
〈第２回〉講師：伊東史明（ドイツ文化史研究家）
2月12日（日）14：00～16：45　[リハーサル室] 
〈第３回〉講師：藤野一夫（芸術文化観光専門職大学副学長/音楽文化論・文化政策）
2月23日（木・祝）14：00～16：45 [コラボしが21 3階大会議室] チケット取扱終了

3月5日（日）9：45~[大ホール]
出演：粟國 淳（演出家）　ほか
料金：1,000円　※事前申込不要、『マイスタージンガー』公演チケット提示の方は無料

オペラ・ワークショップ

シアターメイツとは、子どもたちに舞台芸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

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
ご覧いただけます。

特典２ 限定イベントにご招待
リハーサル見学会など、楽しい限定イベントにご参加いただけます。

特典３ 公演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。

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

室内楽 

2月19日（日）14：00開演［小ホール］
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円

カンタオールの世界～フラメンコ音楽とスペイン語歌曲～

出演：石塚隆充（カンテ、ギター）、石塚まみ（ピアノ、ボイス）
　　  コモブチキイチロウ（ベース）、大儀見 元（パーカッション）
［曲目］マラゲーニャ（フラメンコ伝統曲）

ファリャ：7つのスペイン民謡
ヒナステラ：忘却の木の歌　ほか

日本を代表するカンタオール（フラ
メンコ歌手）石塚隆充の弾き語りを
お聴きいただくほか、カルテットによ
るフラメンコ音楽とスペイン語歌曲
をお届けします。

大人の楽しみ方 33

今月号のおすすめ公演！ 詳細は4面へ
石塚隆充

チケットシステム停止のお知らせ
チケットシステムの更新に伴い、下記期間中はチケットサービスを停止させて
いただきます。
お客様にはご不便をおかけしますが何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、システムリニューアル後にネットチケットをご利用いただく場合は、新た
にお客様情報の登録が必要になります。詳しくは2月20日頃にホームページ
にてお知らせします。

オーケストラ

3月21日（火・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

指揮：藤岡幸夫（関西フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者）
管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

2008年度より実施してきた
好評のシリーズ。子どもたちが
楽しみながら学べるだけでな
く、大人も一緒にオーケストラ
についての知識や理解を深め
られる公演です。

子どものための管弦楽教室
オーケストラの楽器に注目！

4歳から
入場
できます

観客参加
コーナーもあり！

過去の公演より「指揮者体験コーナー」

［曲目］ビゼー：「アルルの女」第2組曲より“メヌエット”“ファランドール”
エルガー：行進曲「威風堂々」第1番　ほか

藤岡幸夫

連携大学の学生と「舞台技術研修～人
材育成講座～」の受講者がともに創り上
げる「成果発表公演」。
今回は音楽劇「シンデレラ」を上演します。
3月18日（土）14：00開演［中ホール］
大人1,000円　子ども（4歳～中学生）500円
※有料配信予定。詳細が決まり次第、びわ湖ホールホームページでお知らせします。

過去の公演より

4歳から
入場
できます「シンデレラ」（音楽劇）

舞台技術研修～人材育成講座～　「成果発表公演」

室内楽 

過去の公演より

3月11日（土）14：00開演［小ホール］
一般1,000円　18歳以下500円　※全席自由席

湖国新進アーティストによる演奏会
ザ・ファーストリサイタル2023

オーディションにより選ばれた、滋賀県出身・在住・在勤の新進アーティスト
による初リサイタル。若さ溢れるフレッシュな演奏にご期待ください。

宮田晴奈（ヴァイオリン）、小野 文（ピアノ）
R.V.ウィリアムズ：ロマンス&パストラーレ
エルガー：ヴァイオリンとピアノのための
　　　　 ソナタ ホ短調 op.82　ほか

第１部

松本知暁（マリンバ）
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調より
ジョセフ・シュワントナー：ヴェロシティーズ　ほか

第２部

山田知加（ソプラノ）、筈井美貴（ピアノ）
小林秀雄：演奏会用アリア「すてきな春に」
ドヴォルジャーク：歌劇『ルサルカ』より 月に寄せる歌　ほか

第3部

2023年2月20日（月）10：00～2023年2月22日（水）19：00窓口・電話予約
受付停止期間

2023年2月18日（土）19：00～2023年2月25日（土）9：59ネットチケット
予約停止期間

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 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：株式会社平和堂

はずむ心の お買物♬
〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地
TEL（0749）23-3111  FAX（0749）23-3118
URL https://www.heiwado.jp/

「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初のCDを発売！
歌い継ぎたいこころ 名曲選

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）

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

出演： びわ湖ホール声楽アンサンブル
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（今森光彦）甘い香りを放ちながらロウバイの花が咲き始めました。

掲載内容は、1月11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。

チ ケット 発 売 中 の 公 演チ ケット 発 売 中 の 公 演

声 楽 

1月22日（日）14：00開演［大ホール］
一般1,000円

船越亜弥 今届けたい歌
気軽にクラシック33

船越亜弥

2021年度第90回日本音楽コンクールの声楽部門
で見事1位に輝いた船越亜弥（びわ湖ホール声楽
アンサンブル出身）が登場します。大ホールに響く第一
級の歌声にどうぞご期待ください。

［曲目］ヴォルフ：祈り、隠棲
小林秀雄：落葉松
カタラーニ：さようなら故郷の家よ
ヴェルディ：乾杯の歌　ほか

出演：船越亜弥（ソプラノ）、大久保 亮（テノール）、大塚千草（ピアノ）

オーケストラ

ニコラス・ミルトン

2月5日（日）15：00開演［大ホール］
S席4,000（3,500）円　A席3,000（2,500）円　B席2,000円　C席1,000円
青少年（25歳未満）S～B席1,500円　シアターメイツS～B席750円

ニコラス・ミルトン指揮 日本センチュリー交響楽団

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
［曲目］ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
　　  ドヴォルジャーク：交響曲第9番「新世界より」

日本センチュリー交響楽団の演奏で名曲をお贈りす
るシリーズ。今回はドイツのゲッティンゲン交響楽団の
芸術監督兼首席指揮者を務めるニコラス・ミルトンが
交響曲の花形2曲をお贈りします。

名曲コンサート　華麗なるオーケストラの世界vol.５

ダンス

過去の公演より
Ⓒ宮川舞子／Maiko MIYAGAWA

森山開次
ⒸSadatoISHIZUKA

2月4日（土）15：00開演
　 5日（日）14：00開演［中ホール］
S席5,500（5,000）円　A席4,500（4,000）円
青少年（25歳未満）2,000円

星の王子さま －サン=テグジュペリからの手紙－

演出・振付・出演：森山開次  美術：日比野克彦
衣裳：ひびのこづえ  音楽：阿部海太郎
出演：アオイヤマダ、小㞍健太、酒井はな
　　 島地保武、坂本美雨　ほか

森山開次が「星の王子さま」の世界を
多彩なクリエーター、精鋭のダンサーと
ともに立ち上げる、大型ダンス作品。

KAAT

4歳から
入場
できます

声 楽 チャールズ・キム テノール・リサイタル

出演：チャールズ・キム（テノール）、河原忠之（ピアノ）
［曲目］シューベルト：美しき水車小屋の娘（抜粋）　ほか

２月４日（土）14：00開演［小ホール］
一般3,000円 青少年（25歳未満）1,500円

チャールズ・キム

2021年3月プロデュースオペラ『ローエングリン』のロー
エングリン役に予定されながら、コロナ禍により来日でき
なかったチャールズ・キム。ドイツで活躍するキムが3つの
異なる〈愛〉をテーマにしたドイツ歌曲を歌います。3月に
控える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』にも出演します。

オペラ

1月26日（木）・27日（金）・28日（土）・29日（日）
各日14：00開演［中ホール］
一般6,000（5,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円

ロシアの児童文学作家マルシャーク
の名作を原作に、林 光が日本語の
テキストに作曲したオペラ『森は生き
ている』。美しい音楽と台詞で紡がれ
る心温まる物語をお贈りします。
指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演出：中村敬一
管弦楽：日本センチュリー交響楽団 2018年度の公演より

林 光 作曲 オペラ『森は生きている』
オペラへの招待

全2幕（日本語上演、日本語字幕付）

［キャスト］ 1/26・28 1/27・29
1月・総理大臣 市川敏雅 平 欣史
2月・廷臣 藤居知佳子 奥本凱哉
3月・リス・オオカミ・廷臣 坂田日生 船越亜弥*
4月・カラス・警護隊長 有本康人 清水徹太郎*
5月・ウサギ・もう一人の兵士・大使夫人・廷臣 藤村江李奈* 大川 繭*
6月・もう一人の娘・リス・廷臣 山岸裕梨 森 季子*
7月・むすめ・廷臣 𦚰阪法子 熊谷綾乃
8月・女官長・オオカミ 阿部奈緒 中嶋康子*
9月・おっ母さん・廷臣 山田知加 益田早織*
10月・女王 山際きみ佳* 佐藤路子*
11月・兵士 谷口耕平 宮城朝陽
12月・博士・古老 美代開太 松森 治*

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

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）

　カンタオールとはフラメンコ音楽の歌（カンテ）を歌う男性のこと。スペインで学び活躍する、日本を代表するカンタオールである
石塚隆充が、自身が結成したカルテットのメンバーとともに登場します。ここではカンタオールの魅惑の世界を紐解いていきます。

～フラメンコ音楽とスペイン語歌曲～

おすすめ公演PICK UP

2023年2月19日（日）14：00開演［小ホール］
一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円石塚隆充（カンテ、ギター） 石塚まみ（ピアノ、ボイス）コモブチキイチロウ（ベース） 大儀見 元（パーカッション）

湖のほとりに立つ唯一無二のロケーション、そして国
内屈指の響きを持つホールで歌い、演奏させていた
だく事、大変嬉しく思います。フラメンコを軸に、ジャン
ルを融合・超越した挑戦を続ける自分の演奏が更に
深まる事は間違いなく、楽しみで仕方ありません。
びわ湖ホールのファンの方々に、ぜひ僕の歌とカル
テットの演奏を聴いていただければと思っておりま
す。会場にてお待ちしております。

お客様へのメッセージ

いし  づか  たか  みつ

石塚隆充

マラゲーニャ
ファリャ：7つのスペイン民謡
ヒナステラ：忘却の木の歌　ほか

マラゲーニャ
ファリャ：7つのスペイン民謡
ヒナステラ：忘却の木の歌　ほか

マラゲーニャ
ファリャ：7つのスペイン民謡
ヒナステラ：忘却の木の歌　ほか

ProgramProgramProgram

　フラメンコ音楽は、スペイン・アンダルシア地方の様々な音
楽を取り込み発展してきたものです。今回演奏予定の「マラ
ゲーニャ」は、もとはアンダルシアの港町「マラガ」に伝わる民
謡歌で、19世紀ごろからフラメンコの様式でも歌われるように
なりました。
　フラメンコのスタンダードとして、単独でも歌われることの
多い曲です。

アンダルシアの民謡を取り込む
フラメンコ音楽　フラメンコとは、19世紀初頭にスペインのアンダルシア地

方で生まれたとされる芸能で、踊り・ギター・カンテの3つで主
に構成されます。ギターと歌で奏でられる情熱的な旋律、ダン
サーの激しく優雅なステップが魅力的で日本でも大変人気で
す。2010年にユネスコ無形文化遺産にも登録されました。
　カンテの歌い手は、男性は「カンタオール」、女性は「カンタ
オーラ」と呼ばれます。

スペインの魅惑　フラメンコ音楽

　今回はフラメンコ音楽に加えて、南米の作品を含めたスペ
イン語の名歌曲をプログラムしています。偉大な作曲家とし
てスペインのクラシック音楽史に名を残すマニュエル・デ・
ファリャの「7つのスペイン民謡」をはじめとする魅力的な作品
を、ギター、ピアノ、ベース、パーカッションのカルテットで演奏
します。
　クラシックの作品を、自由で即興的な音楽であるフラメンコ
の歌手が歌うという斬新な試みにご注目ください。

スペイン語の名歌曲

Stage No.295　2023年1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。

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、火曜日休館・休日の場合は翌日。）

Ticket

チケットセンター（2階）
窓口販売


