
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）

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

2019年 4月27日（土）・28日（日）
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滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール
ピアザ淡海 滋賀県立県民交流センター  ほか

《会場》

［主催］ 滋賀県、公益財団法人びわ湖芸術文化財団

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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00 00
中村恵理（ソプラノ）
ユリアン・シュテッケル（チェロ）
京都市交響楽団
沼尻竜典

30 30
かがり火
コンサート
モーツァルト
「レクイエム」

00 45
書道
パフォーマンス

00 45

0歳児からのコンサート①
京都フィルハーモニー
室内合奏団

00 45

0歳児からのコンサート②
シュレーゲル

00 40
吉野直子
（ハープ）

15 55
佐藤晴真
（チェロ）
薗田奈緒子
（ピアノ）

00 40
大西宇宙
（バリトン）
筈井美貴
（ピアノ）

00 40
金子三勇士
（ピアノ）

00 40
渡辺玲子
（ヴァイオリン）
坂野伊都子
（ピアノ）

00 40
中島郁子
（メゾソプラノ）
筈井美貴
（ピアノ）

00 40
原田 節
（オンド・マルトノ）
中野翔太
（ピアノ）

05 50
葵トリオ
小川響子（ヴァイオリン）
伊東 裕（チェロ）
秋元孝介（ピアノ）

50 10
コンスタンチン・リフシッツ
（ピアノ）

00 50
歌劇『声』
砂川涼子（ソプラノ）
京都市交響楽団
沼尻竜典

25 10

京都橘高等学校吹奏楽部
〈マーチング〉

30～
開会
宣言

15  35
第37回滋賀県
ピアノコンクール
入賞者

20  40

アンサンブルの
楽しみvol.10出演者

30  50

増山頌子
（チェロ）

00  20

びわ湖ホール
声楽アンサンブル

30  50

びわ湖ホール
四大テノール

20  40
京都市ジュニア
オーケストラ
広上淳一（指揮）

30  50

さきらジュニア
オーケストラ

00  20

日野少年少女
合唱団

00  20

高見信行
（トランペット）

40  00

大津祭 
源氏山によるお囃子

00 45

明浄学院高等学校
吹奏楽部〈マーチング〉

30 30
かがり火
コンサート
モーツァルト
「レクイエム」

00　 45　
びわ湖ホール四大テノール
植松さやか（ピアノ）

00 45
0歳児からのコンサート③
京都フィルハーモニー
室内合奏団

00 45
0歳児からのコンサート④　
石橋栄実・晴 雅彦・
梁川夏子

00 40
三浦一馬
（バンドネオン）
山中惇史
（ピアノ）

00 40
須川展也
（サクソフォン）
小柳美奈子
（ピアノ）

00 40

舘野 泉
（ピアノ）

55 35
幸田浩子
（ソプラノ）
河原忠之
（ピアノ）

00 40
福井 敬
(テノール)
河原忠之
（ピアノ）

00 40
石橋栄実（ソプラノ）
晴 雅彦（バリトン）
梁川夏子（ピアノ）

00 40
仲道郁代
（ピアノ）

00 45
ザクセン声楽アンサンブル
マティアス・ユング（指揮）

00 50
ユリアン・シュテッケル
（チェロ）

45 45

大阪フィルハーモニー交響楽団
大植英次

15 15

コンスタンチン・リフシッツ（ピアノ）
大阪フィルハーモニー交響楽団
大植英次

※終演時間はおおよその目安です。前後する可能性がありますので、移動時間の余裕を十分みていただいた上で、スケジュールをご検討ください。

（雨天時）
かがり火
コンサート
モーツァルト
「レクイエム」

（雨天時）
かがり火
コンサート
モーツァルト
「レクイエム」

滋賀県
高等学校
軽音楽部会

50  10 40  00

甲西高校
吹奏楽部

00  20

大津高校
吹奏楽部

00  20

FJB 
FUJIMI 
Jr.Band

00  20

立命館守山
中学・高校
吹奏楽部

10  30

瀬田北中学
吹奏楽部

40  00

比叡山高校
吹奏楽委員会

00  20

近江高校
吹奏楽部

当初発表した出演枠に変更がありました（小ホール27-S-3佐藤晴真さん、28-S-2仲道郁代さん、4/27レイクビューコンサート）。



大ホール

明浄学院高等学校吹奏楽部

大阪フィルハーモニー交響楽団

京都橘高等学校吹奏楽部

砂川涼子

京都市交響楽団

コンスタンチン・リフシッツ

大阪フィルハーモニー交響楽団

ユリアン・シュテッケル

大植英次

中村恵理

中村恵理（ソプラノ）
ユリアン・シュテッケル（チェロ）
京都市交響楽団
沼尻竜典（指揮）
ヴェルディ： 歌劇『運命の力』より、
 「序曲」「神よ、平和を与えたまえ」
ドヴォルジャーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op.104

びわ湖ホールならではの音楽祭！
2018年度よりスタートした「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
祭典です。厳選した一流アーティストやオーケストラの競演がびわ湖
ホールの大・中・小のホールやメインロビーで気軽に楽しめるほか、琵
琶湖のほとりというロケーションを活かした湖畔広場でのパフォーマン
スや湖上コンサート、滋賀県の伝統芸能や高校生たちの出演するス
テージなど、びわ湖ホールならではの楽しさ・見どころが満載。音楽祭に
集う皆さまと「音楽」を通じてひとつの「和」となり、一緒に喜びを分かち
あえるような音楽祭となることを目指します。

2019年テーマ「神よ、平和を与えたまえ」

4/27㈯11：00～12：00
明浄学院高等学校吹奏楽部
〈マーチング〉

4/28㈰ 11：00～11：45

大阪フィルハーモニー交響楽団
大植英次（指揮）
ベルリオーズ（没後150年）：
幻想交響曲

4/28㈰ 14：45～15：45

コンスタンチン・リフシッツ
（ピアノ）
大阪フィルハーモニー交響楽団
大植英次（指揮）
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番 ニ短調
ラヴェル：ボレロ 

4/28㈰ 18：15～19：15

プーランク作曲 歌劇『声』
（全1幕/フランス語上演・日本語字幕付/演奏会形式）
砂川涼子（ソプラノ）
京都市交響楽団
沼尻竜典（指揮）
中村敬一（舞台構成）

4/27㈯ 15：00～15：50

京都橘高等学校吹奏楽部
〈マーチング〉

4/27㈯ 18：25～19：10

生誕120年を迎えるプーランクが作曲したオペラ『声』を
取り上げます。ジャン・コクトーの戯曲を原作とした一人
の登場人物によるオペラを砂川涼子が演じます。

メインロビーレイクビューコンサートメインロビーでは各回20分程度の無料公演を行います。

4/27㈯ 4/28㈰
11：15～ 

〈第37回滋賀県ピアノコンクール入賞者〉
 長澤怜子（滋賀県知事賞） ショパン：ワルツ第4番 ヘ長調 op.34-3 ほか
 新水咲由美（滋賀県議会議長賞） ショパン：スケルツォ第1番 ロ短調 op.20
12：20～ 〈アンサンブルの楽しみvol.10出演者〉
 KJ Ensemble（フルート三重奏&ピアノ）
 多久潤一朗：春讃/モイーズ：「4つの小品」より第四楽章Dances 
 Duo Libre（ピアノ連弾）
 ピアソラ：オブリヴィオン/リベルタンゴ
14：30～ 〈関西オーケストラニューフェイス①〉
 増山頌子（チェロ/大阪交響楽団）、大渕雅子（ピアノ）
 メンデルスゾーン：チェロソナタ第2番 二長調 op.58
16：00～ びわ湖ホール声楽アンサンブル
 大川修司（指揮）、掛川歩美（ピアノ）
 ヴェルディ：歌劇『椿姫』より「乾杯の歌」/シュトラウスⅡ世：歌劇『こうもり』より「シャンパンの歌」 ほか
18：30～ びわ湖ホール四大テノール、植松さやか（ピアノ）

10：20～ 京都市ジュニアオーケストラ　
 広上淳一（指揮）
 モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』より序曲　ほか
12：30～ さきらジュニアオーケストラ
 レスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲 
14：00～ 日野少年少女合唱団
 遠城圭子（指揮）、増田久実子（ピアノ）
 グノー：アヴェ・マリア/M.ジャクソン、L.リッチー：We are the world　ほか
16：00～ 〈関西オーケストラニューフェイス②〉
 高見信行（トランペット/大阪フィルハーモニー交響楽団）、中桐綾奈（ピアノ）
 プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より「誰も寝てはならぬ」
 シャルパンティエ:テ・デウムよりプレリュード　ほか
17：40～ 大津祭 源氏山によるお囃子
 源氏/豊/乱れ/唐子/流し/宵山　ほか

【注意事項】 ★各公演の 0-0-0 は公演番号です。チケットをお求めの際にご利用ください。★有料公演は全席指定（「ミシガン公演」「かがり火コンサート」を除く）。開場は大ホール45分前、中・ピアザホールは30分前、小ホールは10
分前。★移動時間の余裕を十分みていただいた上で、チケットをご購入ください。★終演時間はおおよその目安です。★曲目・出演者につきましては、やむを得ない事情により変更になる場合がございます。最新情報は公式サイトでお
知らせしますので、ご確認ください。



中ホール

湖畔広場湖畔広場

昨年の公演より

コンスタンチン・リフシッツ ユリアン・シュテッケル

びわ湖ホール四大テノール

マティアス・ユング

植松さやか

ザクセン声楽アンサンブル秋元孝介 伊東 裕小川響子

書道パフォーマンス 
筆揮う 日本と西洋の融合 ～クラシック音楽の中の日本～
書道パフォーマンス：
　（公社）滋賀県書道協会
　　膳所高等学校書道班
　　伊吹高等学校書道部
　　大津高等学校書道部
出演：法貴彩子（ピアノ）  ほか
構成・演出：籔川直子
武満 徹：ロマンス
ドビュッシー：金色の魚（映像 第2集より）
伊福部 昭：盆踊り（ピアノ組曲より）　ほか

4/27㈯ 10：00～10：45

葵トリオ 小川響子（ヴァイオリン）
 伊東 裕（チェロ）
 秋元孝介（ピアノ）
ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第5番
 ニ長調 op.70-1
マルティヌー:ピアノ三重奏曲第3番
 ハ長調 H.332

4/27㈯ 13：05～13：50

コンスタンチン・リフシッツ（ピアノ）
J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲 BWV988（全曲）

4/27㈯ 16：50～18：10

びわ湖ホール四大テノール
＜清水徹太郎、竹内直紀、二塚直紀、山本康寛＞
植松さやか（ピアノ）
カンツォーネ・メドレー
テノールdeコント！
　　　　　　　ほか

4/28㈰ 10：00～10：45

ザクセン声楽アンサンブル
マティアス・ユング（指揮）

4/28㈰ 13：00～13：45

ユリアン・シュテッケル（チェロ）
J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番 
　ハ長調 BWV1009
パブロ・カザルス:鳥の歌
　　　　　　（カタルーニャ民謡） 
J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第4番 
　変ホ長調 BWV1010

4/28㈰ 16：00～16：50

第67回ミュンヘン国際音楽
コンクール1位のトリオが登場！

マティアス・ユング

ザクセン声楽アンサンブル

びわ湖ホール声楽アンサンブル

昨年の様子

かがり火コンサート
モーツァルト「レクイエム」
ザクセン声楽アンサンブル
びわ湖ホール声楽アンサンブル
　平尾 悠（ソプラノ）
　益田早織（アルト）
　清水徹太郎（テノール）
　津國直樹（バリトン）
ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
マティアス・ユング（指揮）
モーツァルト：レクイエム ニ短調 K.626
ザイフリート：リベラ・メ
モーツァルト：アヴェ・ヴェルム・コルプス

地元高校生ほかによる
パフォーマンスをお届け！

4/27㈯ 19：30～20：30
4/28㈰ 19：30～20：304/27㈯

10:50～11:10 滋賀県高等学校軽音楽部会
11:40～12:00 甲西高校吹奏楽部
13:00～13:20 大津高校吹奏楽部
14:00～14:20 FJB FUJIMI Jr.Band
15:00～15:20 近江高校吹奏楽部

4/28㈰
12:00～12:20 立命館守山中学・高校吹奏楽部
13:10～13:30 瀬田北中学吹奏楽部
14:40～15:00 比叡山高校吹奏楽委員会

「主よ、この時代に平和をください」
シサスク：われらに平和を与えたまえ
シュッツ：わたしは主を愛する SWV51
ペルト：主よ、平和を与えたまえ
シュッツ： 恵みもてわれらに平和を与えたまえ SWV372
 わられの王に与えよ SWV373
マウエルスベルガー：なんと荒涼たる町よ
J.S.バッハ：「来たれ、イエスよ、来たれ」 BWV229
タヴナー：主の祈り
ニーステッド：われは平和をあなた方に残し

注意事項
①雨天時は、ピアザホールにて公演を実施します。
　会場変更の有無については、当日16:00までに公式HP等でお知らせします。
②開演後30分以内に天候不順により、公演中止となった場合は、チケットに記載の金額
を払い戻しさせていただきます。払い戻しは、入場された方のみを対象にチケットの半
券と引き換えに現金で返金いたします。なお、払い戻しの受付は、当日のみとさせてい
ただきます。
③開演から30分を経過した後、天候不順により公演中止となった場合は、払い戻しをいたしません。また、公演を一時中断、その後再開し、演奏時間が合計30分
を経過した場合も、払い戻しをいたしません。
④ピアザホールで公演を実施した場合は、払い戻しをいたしません。何卒ご了承ください。



小ホール

吉野直子

仲道郁代

金子三勇士 中島郁子

須川展也

晴 雅彦石橋栄実舘野 泉

三浦一馬

ATTENTION 来場者の方へのお願い 当音楽祭では各種メディアによる取材活動が行われます。会場の様子がテレビ、新聞等に、放送・掲載されることがあります。また、
ホール職員による記録撮影は今後の広報物やSNS等で使用する可能性があります。予めご了承くださいますようお願いいたします。

吉野直子（ハープ）
～愛の夢～
ドビュッシー：「ベルガマスク組曲」より
 　　　～月の光
細川俊夫：ゲジーネ
グランジャニー：「子供の時間」組曲 op.25
　いたずらっ子
　小さな天使
　走る仔馬
　庭で遊ぶ子供
　行進
　サンドマン
リスト（H.ルニエ編）：
　愛の夢（第3番）

10：00～10：40
原田 節（オンド・マルトノ）
～神に捧げる官能の響～
中野翔太（ピアノ）
フォーレ：ピエ・イェズ
J.S.バッハ：
　ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第1番/
　愛しきイエスよ、我らはここに
原田 節：白い小枝（ブラン・ブラン）/
 ギヴ・ピース・ア・チャンス/オンド・マルトノ・ソロ
メシアン：水

11：00～11：40

仲道郁代（ピアノ）
～悲哀の力～
ブラームス：8つのピアノ小品 op.76

11：00～11：40

金子三勇士（ピアノ）
～リスト作品集～
リスト： 
 ラ・カンパネラ
 泉のほとりで 
 小人の踊り
 愛の夢 
 ハンガリー狂詩曲第2番

15：00～15：40
渡辺玲子（ヴァイオリン）
～天才の系譜～
坂野伊都子（ピアノ）
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第20番 
 　　ハ長調 K.303
R.シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ

16：00～16：40
中島郁子（メゾソプラノ）
～レスピーギ歌曲集～
筈井美貴（ピアノ）
レスピーギ：小さな物語/夜/
もし、いつの日かあの方が戻られたなら/霧/
雨/時々耳にする/でもどのように私は我慢
出来ようか/バルラータ/ルビー色の美しい扉よ/
夢/昔の歌に寄せて

17：00～17：40

佐藤晴真（チェロ）
～若き俊英、関西デビュー！～
薗田奈緒子（ピアノ）
ベートーヴェン：
　ピアノとチェロのためのソナタ第4番
シュニトケ：
　チェロとピアノのためのソナタ第1番

10：00～10：40
三浦一馬（バンドネオン）
～オール・ピアソラ・プログラム～
山中惇史（ピアノ）
ピアソラ：フーガと神秘/
天使のイントロダクション/
天使のミロンガ/アディオス・ノニーノ/
ブエノスアイレスの冬/アレグロ・タンガービレ

12：15～12：55

舘野 泉（ピアノ）
～多彩なる左手の音楽～
J.S.バッハ（ブラームス編曲）：シャコンヌ
スクリャービン：前奏曲と夜想曲 op.9
エスカンデ：3つの俳句（舘野泉に捧ぐ）
池辺晋一郎：1枚の紙と5本のペン
 （舘野泉に捧ぐ）

12：00～12：40

石橋栄実（ソプラノ）
晴 雅彦（バリトン）
～メノッティ『電話』～
梁川夏子（ピアノ）
メノッティ：歌劇『電話』

15：00～15：40

大西宇宙（バリトン）
～戦争と平和～
筈井美貴（ピアノ）
プロコフィエフ：『戦争と平和』より
 　　　「輝くばかりの春の夜空だ」
ヴォルフ：「メーリケ歌曲集」より
武満 徹：死んだ男の残したものは

14：00～14：40

幸田浩子（ソプラノ）
～月に寄せる歌～
河原忠之（ピアノ）
岡野貞一：朧月夜
成田為三：浜辺の歌
弘田龍太郎：浜千鳥
ベッリーニ：優美な月よ/
　歌劇『ノルマ』より「清らかな女神よ」
ドヴォルジャーク：歌劇『ルサルカ』より「月に寄せる歌」

13：55～14：35

須川展也（サクソフォン）
～クラシック・サックスの王道～
小柳美奈子（ピアノ）
オルブライト：サクソフォン・ソナタ
吉松 隆：ファジイバード・ソナタ

16：00～16：40
福井 敬（テノール）
～ふるさとの歌・恋の歌～
河原忠之（ピアノ）
ヴェルディ：歌劇『運命の力』より「天使のようなレオノーラ」
さだまさし：秋桜
チマーラ：海のストルネッロ
中田喜直：木兎（詩 三好達治）
 悲しくなったときは（詩 寺山修司）
越谷達之助：初恋（詩 中原中也）

17：00～17：40

4/27㈯

4/28㈰

選りすぐりの歌手や器楽奏者が
毎時00分から（27-S-3、28-S-4を除く）、
約40分のコンサートを行います。
こだわりのプログラムをお聴きください。
トークもお楽しみに！

選りすぐりの歌手や器楽奏者が
毎時00分から（27-S-3、28-S-4を除く）、
約40分のコンサートを行います。
こだわりのプログラムをお聴きください。
トークもお楽しみに！

大西宇宙 筈井美貴

原田 節 中野翔太

渡辺玲子 坂野伊都子

佐藤晴真 薗田奈緒子

小柳美奈子山中惇史

幸田浩子 河原忠之 福井 敬 梁川夏子

当初発表した出演枠に変更がありました（小ホール27-S-3佐藤晴真さん、28-S-2仲道郁代さん、4/27レイクビューコンサート）。財団の事務処理上のミスにより、お客様ならびにアーティストに大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。



ピアザホール

大津港

キッズ・ワークショップ2019
11:00～15:45（10:30開場・受付開始）
4月27日（土）・28日（日）ピアザ淡海

おうみ

定員制のプログラム参加予約は、各会場にて当日10時30分から受付開始。事前予約はできません。※希望者多数により、参加いただけない場合があります。
※同一プログラムへの複数回の予約はご遠慮ください。※プログラム内容は変更することがあります。※各プログラムの詳細は公式サイトにてご確認ください。

にゃんばら先生
（びわ湖ホールシアターメイツ特別顧問） Ⓒ飯田佳奈子

昨年の公演より

昨年の公演より

昨年の公演より

梁川夏子晴 雅彦石橋栄実

0歳児からのコンサート①
京都フィルハーモニー室内合奏団
愛の挨拶／スイス軍の行進／
ディズニーメドレー／勇気100％　ほか

4/27㈯ 10：00～10：45 4/28㈰ 10：00～10：45

0歳児からのコンサート②
中谷満と打楽器アンサンブル「シュレーゲル」
ファー：リトル・シー・ゴングス
野本洋介：上弦の月／下弦の月
三木 稔：マリンバ・スピリチュアル

0歳児からのコンサート③
京都フィルハーモニー室内合奏団
アンネンポルカ／スイス軍の行進／
ジブリメドレー／おどるポンポコリン　ほか

0歳児からのコンサート④
石橋栄実・晴 雅彦・梁川夏子
 （ソプラノ） （バリトン） （ピアノ）
大きな栗の木の下で／こぶたぬきつねこ／
ドレミの歌／『となりのトトロ』より「さんぽ」／
モーツァルト：歌劇『魔笛』より「おれは鳥刺し」、
「パパパの二重唱」　ほか

4/27㈯ 13：00～13：45 4/28㈰ 13：00～13：45

4/27㈯
12:50～13:10 甲西高等学校吹奏楽部
14:30～14:50 大津高等学校吹奏楽部
15:30～15:50 FJB FUJIMI Jr. Band
12:50～13:10 比叡山高等学校吹奏楽委員会
14:30～14:50 立命館守山中学校・高等学校吹奏楽部

4/28㈰

街角の小さな音楽会
西武大津店エントランス特設ステージ
Oh! Me 大津テラス円形広場

滋賀県立草津東高等学校
滋賀県立大津商業高等学校
滋賀短期大学附属高等学校　ほか

4/27㈯・4/28㈰ 13：30～15：00（予定）

高校生などによる

演奏をお届けします。

地元高校生ほかによるマーチングをお届け！

スケジュールは決まり次第
ホームページに掲載します。

作ろう素敵な缶バッジ
●約15分
●定員：各日130名
●材料費：100円  
●随時受付
●出展 / 大津商業高校 美術部

ドラム ワークショップ
「今日からきみもドラマーだ！」
●①11：00～ 
   ②13：00～
　③14：30～
●約60分
●定員：各回10名
●各回30分前から受付
●講師 / 大辻 彩

カリンバ ワークショップ
 「アフリカの楽器･親指ピアノでリズムを刻もう！」
●①11：00～
　②13：00～
   ③14：30～
●約60分
●定員：各回24名
●各回30分前から受付
●講師 / 山田晴三

人形を作って歌おう！
「紙コップの合唱団」
●①11：00～
   ②13：00～
   ③14：30～
●約60分
●定員：各回25名
●各回30分前から受付
●講師 / 人形劇･トロッコ

名画でびっくりコラージュ
●約30分～45分
●随時受付  
●出展/滋賀県立近代美術館

マジックショー
「トランプカードを使った
　不思議な手品の世界」
●①11：00～
   ②13：30～
●約30分
●定員：各回15名
●各回30分前から受付
●出演 / 片山幸宏
　（マジック世界大会FISM3位/2018）

あつまれ！歌が大好きな
子どもたち
～親子での参加も大歓迎！～
●①11：00～ 
   ②13：00～
　③14：30～
●約60分
●定員：各回20名
●各回30分前から受付
●講師 / 白谷仁子

タンバリン ワークショップ 
「タンバリン博士がやって来る！」
●①11：00～ 
   ②13：00～
　③14：30～
●約60分
●定員：各回25名 
●各回30分前から受付
●講師 / 田島 隆

弦楽五重奏と楽器体験＆マジック
弦楽五重奏と楽器体験＆軽音
「本物の音色を聴いて、いろんな楽器を体験してみよう！」
●ご自由に出入りできます。
●コンサート ①12：00～ ②15：00～
●楽器体験 ①11：20～11：50 ②14：00～14：50 （※随時受付）
●ヴァイオリン、コントラバス、ギターなどの楽器が体験できます。
●出演 / With the String Quintet、片山幸宏（マジック世界大会FISM3位/2018）
●出演 / With the String Quintet、あべまつひろし、滋賀県高等学校軽音楽部会

楽しく遊ぼう～鉄道模型＆コンサート♪
HOゲージの運転会と鉄道模型の運転体験ができる。
●ご自由に出入りできます。
●いつでも模型が動いています。
●会場内では、1日3回、各30分程度の
　参加型コンサートもあります。
●協力 / 滋賀鉄道模型愛好会（STMC）
●出演 / ゆみ＆匠龍門

参加
無料

大津港へは▶ ・びわ湖ホールから徒歩約20分　・無料シャトルバス「琵琶湖ホテル」下車、徒歩約5分
 ・京阪「びわ湖浜大津駅」下車、徒歩約3分



ミシガン

あいこうか市民ホール

三井アウトレットパーク滋賀竜王

大津港

イオンモール
草津

びわ湖ホール

ルッチプラザ

ヴォーリズ今津郵便局

守山市民ホール

東近江市立八日市文化芸術会館

滋賀県立文化産業交流会館

昨年の公演より

4月～5月にかけて 滋賀県各地でコンサートを開催！

びわ湖ホール3/4大テノール
〈竹内直紀、二塚直紀、山本康寛〉 植松さやか（ピアノ）

4/26㈮ 大津港発18：00　大津港着19：20

無料

チケット
発売中

うみ
無料

チケット
発売中

チケット
発売中

有料公演
チケット
発売中

「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」の前夜を彩る公演。貸切運航
の遊覧船ミシガンで、3/4大テノールが湖上コンサートを行います。

竹内直紀 二塚直紀 山本康寛

SoLa

中西惠子

無料

無料

無料

2018.5/3～5
びわ湖ホール

“沖縄のこころ”を歌い上げた砂川涼子

大津児童合唱団が会場を盛り上げました

湖畔広場にて「かがり火オペラ」を上演 メインロビーにてびわ湖ホール声楽アンサンブルの演奏

大植英次指揮による大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏



チケット情報

飲食ブース情報

滋賀県立芸術劇場

〒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/

琵琶湖
大津港
のりば 琵琶湖文化館

琵琶湖
    ホテル

大津市民
会館

なぎさのテラス

県警本部

島ノ関駅

びわ湖
浜大津駅

石場駅

京阪電車
京阪膳所駅大津駅バス停 県庁

ホテル
ブルーレーク大津

ホテルテトラ大津
国道1号

びわ湖ホール
駐車場 西武大津店

びわ湖大津
プリンスホテルピアザ淡海

（滋賀県立県民交流センター）

県道大津草津線

ＪＲ琵琶湖線

名神高速道路（名神大津ＩＣより車で約5分）

ぜぜ

ＪＲ大津駅 ＪＲ膳所駅
ぜ ぜ

大津
ＩＣ

コラボしが21

大津商工
会議所前バス停

ＮＨＫ

なぎさ公園
おまつり広場

Oh Me!
大津テラス

◀ 無料シャトルバス
 運行コース

びわ湖ホール

無料シャトルバス

託児サービスのご案内
■ 対　　象／ 1歳以上、3歳未満
■ 利用料金／ びわ湖ホールにおける有料公演1公演

あたりお子様1人につき1,000円
■ 託児時間／ 各有料公演とも、開演30分前から公演

終了後30分まで
■ 申込方法／ 4月20日（土）までに、びわ湖ホールチ

ケットセンターまでお申込みください。
TEL.077-523-7136（10:00～19:00
／火曜休館、休日の場合は翌日）

※「かがり火コンサート」を除きます。

※料金は税込。全席指定（「ミシガン公演」「かがり火コンサート」を除く）。※有料公演は、3歳未満のお子様はご入場になれません（「ミシガン公演」「0歳児からのコンサート」を除く）。※やむを得ない事情により出演者や曲目等が変
更になる場合があります。あらかじめご了承ください。※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。※チケットのお申し込み後、ご案内の期限内に所定の手続きをされなかった場合には、チケットの販売・引渡しをお
断りします。※すべての公演（4/26「ミシガン公演」を除く）の前売券の電話予約受付は、4月26日（金）19時までとさせていただきます。※当日券は、4月27日（土）午前9時より「近江の春チケット販売ブース」、「セブン-イレブン店頭「マ
ルチコピー機」（ぴあを選択）」にて販売いたします。こちらでは座席を指定していただけません。また、開演の15分前を過ぎてからチケットを購入いただいた場合は、ご入場を制限することがございます。予めご了承ください。※予約済み
チケットを公演当日にお引取りいただく際には、以下の点にご注意ください（友の会クレジット会員の方も含む）◎びわ湖ホール公演のチケットのお引渡しは、2階の予約済みチケット引換所において、9時15分から各公演開演時刻の15分
前までとさせていただきます（「ミシガン公演」につきましては、大津港特設ブースにて17時より当日券販売・予約済みチケットの引き渡しを行います。「0歳児からのコンサート」につきましては、ピアザホールにて9時より当日券販売・予
約済みチケットの引き渡しを行います）◎当日は窓口が大変混み合うことが予想されますので、お早めのご来場をお願いいたします。開演の15分前を過ぎてからチケットを引き換えられた場合には、ご入場を制限することがございます。
◎精算は現金のみとさせていただきますので、予めご了承ください（友の会クレジット会員の方も含む）。◎お引取りの際には予約時にお伝えします「予約番号」を必ず窓口でお申しつけください。公演名や座席番号等でのチケットお引渡
しはできませんので、予めご了承ください。※ご予約、チケット購入の際には本チラシに記載の公演番号（例：27-L-1）をお伝えください（プレイガイドでの予約を除く）。

［主催］滋賀県、公益財団法人びわ湖芸術文化財団
［企画制作］公益財団法人びわ湖芸術文化財団（滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール、滋賀県立文化産業交流会館、法人本部地域創造部）
［協賛］㈱叶 匠寿庵、㈱平和堂、㈱木の家専門店 谷口工務店、（公財）河本文教福祉振興会、パナソニック㈱アプライアンス社、一圓テクノス㈱、Oh!Me大津テラス、京滋舞台芸術事業
協同組合、NPO法人秀明インターナショナル、㈱そごう・西武 西武大津店、㈱日立建機
ティエラ、びわ湖大津プリンスホテル、㈱かね吉、京阪ホテルズ＆リゾーツ㈱琵琶湖ホテ
ル、㈱ナカザワ、琵琶湖汽船㈱、ヤマハサウンドシステム㈱大阪営業所　（他 依頼中）
［協力］（株）叶 匠寿庵、（株）平和堂、西日本旅客鉄道（株）大津駅、琵琶湖汽船（株）、京
阪ホテルズ＆リゾーツ（株）琵琶湖ホテル、びわ湖大津プリンスホテル、（株）そごう・西
武　西武大津店、（株）しがぎん経済文化センター、滋賀次世代文化芸術センター、滋
賀県立県民交流センター、ZEZEときめき坂商店街、滋賀県立近代美術館、（公財）平
和堂財団、滋賀県立大津商業高等学校美術部
［後援］滋賀県教育委員会、大津市、読売新聞大津支局、朝日新聞大津総局、京都新聞、
産経新聞社、中日新聞社、日本経済新聞社大津支局、毎日新聞大津支局、NHK大津放
送局、びわ湖放送（株）、（株）エフエム京都、（株）エフエム滋賀、（公社）びわ湖大津観光
協会、 （依頼・申請中含む）
「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2019」推進委員会
顧問：滋賀県知事、大津市長、米原市長
構成団体：滋賀経済団体連合会、（公社）びわこビジターズビューロー、滋賀県商工会議所連合
会、（株）まちづくり大津、滋賀県商工会連合会、滋賀県中小企業団体中央会、滋賀経済同友会、
（一社）滋賀経済産業協会、文化・経済フォーラム滋賀、西日本旅客鉄道（株）大津駅、琵琶湖汽
船（株）、京阪ホールディングス（株）、びわ湖大津プリンスホテル、京阪ホテルズ＆リゾーツ（株）
琵琶湖ホテル、（株）そごう・西武 西武大津店、Oh!Me大津テラス、（一社）大津市商店街連盟、
びわ湖大津 秋の音楽祭運営協議会、紫の道の会、大津市民音楽ネットワーク、（株）しがぎん経
済文化センター、滋賀次世代文化芸術センター、滋賀音楽振興会、滋賀県吹奏楽連盟、滋賀県
合唱連盟、滋賀県器楽バンド連盟、（公社）滋賀県書道協会、びわ湖ホール劇場サポーター、日
本放送協会大津放送局、びわ湖放送（株）、（株）エフエム滋賀、（株）滋賀リビング新聞社、滋賀
県県民生活部文化振興課、滋賀県商工観光労働部観光交流局、滋賀県教育委員会事務局幼小
中教育課、大津市市民部、守山市教育委員会事務局 文化・スポーツ課、滋賀県立県民交流セン
ター、滋賀県立文化産業交流会館、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　（順不同：敬称略）　

（2019年3月6日 現在）

Pコード
141-693
141-694
141-696
141-698
141-699
141-704

大ホール
中ホール
小ホール

ピアザホール
かがり火

ミシガン公演

Lコード
54292
54422
54494
54770
54857
54918

大ホール
中ホール
小ホール

ピアザホール
かがり火

ミシガン公演

びわ湖ホールチケットセンター──────────────────────────────
TEL：077-523-7136（火曜日休館・休日の場合は翌日）
インターネット受付：
https://www.biwako-hall.or.jp/

チケットぴあ──────────────────────────────
TEL:0570-02-9999（Pコード予約） http://ｗ.pia.jp/t/omispring/
セブン‐イレブン店頭マルチコピー機
ぴあ店頭

ローソンチケット──────────────────────────────
TEL：0570-084-005（自動音声予約）※24時間受付
http://l-tike.com/　
ローソン・ミニストップ店頭「Loppi」

e＋（イープラス）──────────────────────────────
（パソコン／スマートフォン／Famiポート〈座席選択サービスあり〉） 
https://eplus.jp/oumi-bc/
ファミリーマート店頭「Famiポート」

「近江の春」 限定日本酒！！
大津の蔵元「平井商店」と
コラボレーション！
「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」が、滋賀県産近江米
「みずかがみ」を使った日本酒「浅茅生（あさぢを）」とコラボレ
ーションを果たしました！ サラっとした口当たり、後口の切
れ味が抜群の純米吟醸酒です。1658年（万治元年）創業、
古い商家のようなたたずまいの蔵元「平井商店」。びわ湖ホ
ールから歩いて約15分の大津の商店街の中にあります。

有限会社 平井商店
大津市中央1丁目2-33
（不定休／10：00～19：00）

浅茅生 
みずかがみ
純米吟醸

音楽祭限定のメニューや、スイーツ、
滋賀県の特産品など、さまざまなお店
が出店予定！ 素敵な音楽とともにお腹
もいっぱい！

オフィシャルスポンサー叶 匠壽庵のブ
ースでは和菓子の販売の他、野点（のだ
て）や和菓子作り体験（有料・中ホール外 
琵琶湖側スペース）ができます！ 詳しく
は当日会場にて！

JR大津駅～びわ湖ホール間
　　　　…9：00～21：00　　　　　…9：00～21：00

詳細決まり次第、
ホームページに
掲載します。

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
ングループを利用した音声をお楽しみいただけます。
（大ホール・中ホール・小ホールの客席のみとなります）


