
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/

2020年 4月25日（土）・26日（日）

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

不 思 議 な 想 い が 私 を 満 た す
ベートーヴェン 歌劇『フィデリオ』より

ヒアリングループマーク
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05 55

沼尻竜典（指揮）／日本センチュリー交響楽団
石橋栄実（ソプラノ）／福原寿美枝（メゾソプラノ）
清水徹太郎（テノール）／加藤宏隆（バスバリトン）
ドミトリー・シシキン（ピアノ）

00 45

竹澤恭子（ヴァイオリン）
宮田 大（チェロ）
田村 響（ピアノ）

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
中嶋康子（ソプラノ）
古屋彰久（テノール）
船橋美穂（ピアノ）

00 40
上野耕平
（サクソフォン）
山中惇史
（ピアノ）

20 00
児玉麻里
（ピアノ）

00 40
田中信昭（指揮）
中嶋 香（ピアノ）
びわ湖ホール
声楽アンサンブル

00 40
前橋汀子
（ヴァイオリン）
田中翔平
（ピアノ）

05 45
与儀 巧
（テノール）
河原忠之
（ピアノ）

05 45
黒田 博
（バリトン）
河原忠之
（ピアノ）

05 45
福川伸陽
（ホルン）
岡田 奏
（ピアノ）

05 45
藤原真理
（チェロ）
倉戸テル
（ピアノ）

30 15

ニキータ・ボリソグレブスキー
（ヴァイオリン）
アレクセイ・メルニコフ
（ピアノ）

00 45

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）

00 50

大植英次（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団

25 10

京都橘高等学校吹奏楽部
〈マーチング〉

30～
開会
宣言

10  30
IKENOBOYS（イケノボーイズ）
中嶋康子（ソプラノ）
船橋美穂（ピアノ）

00  20
第38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.11
出演者

10  30
丸山 緑
（ヴィオラ/京都市交響楽団）

45  05
福田えりみ
（トロンボーン/
大阪フィルハーモ
ニー交響楽団）

40  00
びわ湖ホール
声楽アンサン
ブル

30      00
かがり火
コンサート
宮田まゆみ（笙）
中村仁美（篳篥）
八木千暁（龍笛）

15  35
さきらジュニア
オーケストラ

10       40
京都市ジュニア
オーケストラ

20       50
伊藤瑳紀
（ヴァイオリン/
大阪交響楽団）

55  15
おうみ少年少女
合唱団

50   10
びわ湖ホール
四大テノール
植松さやか（ピアノ）

00  20
大津祭
月宮殿山による
お囃子

05 50

滝川第二高等学校吹奏楽部
〈マーチング〉

00　 45　
京都しんふぉにえった
山本康寛
（テノール）

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　
シュレーゲル

00 40
辻 彩奈
（ヴァイオリン）
太田糸音
（ピアノ）

05 45
舘野 泉
（ピアノ）

00 40
高木綾子
（フルート）

00 40
砂川涼子
（ソプラノ）
園田隆一郎
（ピアノ）

30 30
佐藤晴真（チェロ）
薗田奈緒子（ピアノ）

50 30
石橋栄実（ソプラノ）
藤井快哉（ピアノ）

05 45
福原寿美枝
（メゾソプラノ）
船橋美穂
（ピアノ）

00 45
ギータ・クンチャナ
＜バリ・ガムラン＞

50 35
ドミトリー・シシキン
（ピアノ）

05 05
プッチーニ：歌劇『ジャンニ・スキッキ』
青山 貴（ジャンニ・スキッキ）／石橋栄美（ラウレッタ）
二塚直樹（リヌッチョ）／福原寿美枝（ヅィータ）
清水徹太郎（ゲラルド） ほか
沼尻竜典（指揮）／日本センチュリー交響楽団

00 00
大植英次（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団
ニキータ・ボリソグレブスキー
（ヴァイオリン）

※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、移動時間に十分余裕をみていただいた上で、スケジュールをご検討ください。

タイムテーブル



滝川第二高等学校吹奏楽部

京都橘高等学校吹奏楽部

日本センチュリー交響楽団

ニキータ・ボリソグレブスキー

大阪フィルハーモニー交響楽団

石橋栄実

二塚直紀

加藤宏隆

青山 貴

福原寿美枝

大阪フィルハーモニー交響楽団大植英次

ドミトリー・シシキン

S席2,000円／A席1,500円
18歳以下S・Aともに500円引き

沼尻竜典（指揮）
ドミトリー・シシキン（ピアノ）
石橋栄実（ソプラノ）
福原寿美枝（メゾソプラノ）
清水徹太郎（テノール）
加藤宏隆（バスバリトン）
日本センチュリー交響楽団
ベートーヴェン： 歌劇『フィデリオ』より「序曲」、
　四重唱「不思議な想いが私を満たす」
チャイコフスキー： 
　ピアノ協奏曲第1番変ロ短調op.23 

4/25㈯11：05～11：55

S席2,000円／A席1,500円　18歳以下S・Aともに500円引き

全席1,000円　18歳以下500円

大植英次（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団

ベートーヴェン：
　劇音楽「エグモント」序曲
　交響曲第5番 ハ短調 op.67
　「運命」

4/25㈯15：00～15：50

京都橘高等学校吹奏楽部
〈マーチング〉 

4/25㈯18：25～19：10

全席1,000円　18歳以下500円

滝川第二高等学校吹奏楽部
〈マーチング〉 

4/26㈰ 11：05～11：50

S席3,000円／A席2,500円／B席2,000円　18歳以下S・A・Bともに500円引き

沼尻竜典（指揮）／中村敬一（舞台構成）
青山 貴（ジャンニ・スキッキ）／石橋栄実（ラウレッタ）
二塚直紀*（リヌッチョ）／福原寿美枝（ヅィータ）
清水徹太郎*（ゲラルド）／中嶋康子（ネッラ）
的場正剛（ベット・ディ・シーニャ）／加藤宏隆（シモーネ）
迎 肇聡（マルコ）／溝越美詩（ラ・チェスカ）
山本康寛*（スピネッロッチョ先生）／竹内直紀*（公証人）  ほか
日本センチュリー交響楽団

4/26㈰ 15：05～16：05

S席2,000円／A席1,500円　
18歳以下S・Aともに500円引き

大植英次（指揮） 
ニキータ・ボリソグレブスキー
　　　　　　　　　　　（ヴァイオリン）
大阪フィルハーモニー交響楽団

バーンスタイン：「キャンディード」序曲
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
ラヴェル：ボレロ

4/26㈰ 19：00～20：00

地元マーチングバンド
による演奏をお届け！
4/25㈯

4/26㈰

大津高校吹奏楽部
甲西高校吹奏楽部
近江高校吹奏楽部
打出中学校吹奏楽部
瀬田北中学校吹奏楽部
比叡山高校吹奏楽委員会
立命館守山高校吹奏楽部
FJB FUJIMI Jr.Band　ほか

4/25㈯
4/26㈰

大津高校吹奏楽部
甲西高校吹奏楽部
打出中学校吹奏楽部
比叡山高校吹奏楽委員会
立命館守山高校吹奏楽部
FJB FUJIMI Jr.Band　ほか

「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」は、2018年度からスタート
した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。毎年ゴールデンウィーク期間にびわ湖ホールを中心
会場として開催します。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3つのホールやメインロビーなどで気軽に楽しめ
るほか、滋賀県の伝統芸能や高校生たちが出演するステージ、湖畔会
場でのパフォーマンス、湖上コンサートなど、びわ湖ホールならではの
楽しさ・見どころが満載です。今年は生誕250年のベートーヴェン、生
誕180年のチャイコフスキーにスポットを当てたプログラムが多いの
も特徴です。ご来場の皆様と演奏者、スタッフが「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フェスティバルとな
ることを目指します。

今回のテーマは、ベートーヴェンが作曲した唯一のオペラ『フィデリオ』の有名な
四重唱から取りました。そこでは恋心について歌われているのですが、そういえ
ば恋も音楽も実態はどこか曖昧なものなのに、人間の心に直接作用して甘さ、
酸っぱさ、苦さを感じさせたり、喜び、悲しみ、怒りなどの
感情を呼び起こすという点では共通していますね。そんな
音楽の不思議を「近江の春」でどうぞたくさん体験してく
ださい。ご来場お待ちしています。

沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）

不思議な想いが私を満たす2020年テーマ

プッチーニ： 歌劇『ジャンニ・スキッキ』
（全1幕・イタリア語上演・日本語字幕付/演奏会形式）

大ホール

湖畔広場
大津港でもマーチング！！
大津港

定期運航のミシガン船上で
コンサートを開催！

湖上公演（ミシガン）

■運航スケジュール ※全て大津港発着。各クルーズにおいて約15分の演奏を行う予定です。 
①便 10：00～11：20 ②便 11：40～13：00 ③便 13：30～14：50 ④便 15：10～16：30

林 隆史（バリトン）・宇野伊世（鍵盤ハーモニカ）
25日
（土）

①便 10：00～11：20 ②便 11：40～13：00 ③便 13：30～14：50 ④便 15：10～16：30
びわ湖ホール声楽アンサンブル

26日
（日）

■ 乗船料
 「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2020」有料公演チケットをご提示いただいた方は、
 下記特別料金にてご乗船いただけます。
 ◎大人2,830円→1,700円　◎小学生1,420円→850円
■ 乗船に関するお問い合わせ
 琵琶湖汽船予約センター TEL.077-524-5000（9:00～17:00）
 運航：琵琶湖汽船（株）

＊びわ湖ホール四大テノール

ミシガン乗船料が
別途必要です



レイクビューコンサート・かがり火コンサート

昨年の公演より

過去の公演より

昨年の公演より

宮田 大

アレクセイ・メルニコフニキータ・ボリソグレブスキー

山本康寛

びわ湖ホール四大テノール、植松さやか

ギータ・クンチャナ

田村 響竹澤恭子

古屋彰久 船橋美穂中嶋康子

中村仁美 八木千暁宮田まゆみ

京都しんふぉにえった

ドミトリー・シシキン

全席1,500円　18歳以下1,000円

竹澤恭子（ヴァイオリン）
宮田 大（チェロ）
田村 響（ピアノ）
ベートーヴェン：
　ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 
　op.97「大公」

4/25㈯ 10：00～10：45 

全席1,500円　18歳以下1,000円

ニキータ・ボリソグレブスキー
　　　　　　　　　　　　（ヴァイオリン）
アレクセイ・メルニコフ（ピアノ）
クライスラー： 祈り（ラフマニノフの
 「ピアノ協奏曲第2番 第2楽章」による）
ベートーヴェン： ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 op.47 
 「クロイツェル」

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）
オペラ・アリア、テノールdeコント
カンツォーネ・メドレー ほか

4/25㈯ 13：30～14：15

全席1,500円　18歳以下1,000円 全席1,500円　18歳以下1,000円

全席1,000円　18歳以下500円 全席1,000円　18歳以下500円

4/25㈯ 17：00～17：45

全席1,500円
18歳以下1,000円

4/26㈰ 10：00～10：45

全席1,000円　18歳以下500円

ギータ・クンチャナ＜バリ・ガムラン＞
ルジャン・デウォ（神々への奉納舞踊）
銀の雨（バロンの舞踊の前奏曲）
バロン（聖なる獅子の舞）
チェンドラワシ（極楽鳥の求愛の踊り）
多彩なバリ伝統楽曲と
舞踊を楽しめるプログラムです

4/26㈰ 13：00～13：45

ドミトリー・シシキン（ピアノ）
ドビュッシー：喜びの島
スクリャービン：
　ピアノ・ソナタ第2番 嬰ト短調 op.19「幻想」
ラフマニノフ：ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 op.36

4/26㈰ 17：50～18：35

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
ファリャ： 『恋は魔術師』より「火祭りの踊り」
ベートーヴェン： 七重奏曲より「メヌエット」
デュカス： 魔法使いの弟子（語り付）
米津玄師： パプリカ
久石 譲： さんぽ

4/25㈯ 10：00～10：45 4/26㈰ 10：00～10：45

全席1,000円　18歳以下500円 全席1,000円　18歳以下500円

0歳児からのコンサート②
中嶋康子（ソプラノ）
古屋彰久（テノール）
船橋美穂（ピアノ）
歌えバンバン/いのちの歌
手のひらを太陽に ほか

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
ファリャ： 『恋は魔術師』より「火祭りの踊り」
ベートーヴェン：ト長調のメヌエット
デュカス： 魔法使いの弟子（語り付）
米津玄師： パプリカ
シャーマン兄弟： イッツ・ア・スモール・ワールド

0歳児からのコンサート④
中谷満と打楽器アンサンブル
「シュレーゲル」《不思議な打楽器の世界》
西川利夏編曲： 日本のうたメドレー
　　　（故郷、もみじ、われは海の子、待ちぼうけ ほか）
フォード： コーヒーブレイク／メンケ： 小さな机の音楽
三木 稔： マリンバ スピリチュアル　ほか
久石 譲： さんぽ（体験コーナー）

4/25㈯ 13：00～13：45 4/26㈰ 13：00～13：45

メインロビーでは各回20分～30分
の無料公演を行います。

4/25㈯

【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。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。★移動時間に十分余裕をみていただいた上
で、スケジュールをご検討ください。★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。

ピアザホール

《全曲オリジナルアレンジによるクラシック名曲集》
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
山本康寛（テノール）
ブラームス： ハンガリー舞曲 第5番 
「パッヘルベルのカノン」の主題による変奏曲
レハール： 喜歌劇『ほほ笑みの国』より
 「君は我が心のすべて」
モンティ： チャルダッシュ／ガルデル： ポル・ウナ・カベサ
ピアソラ： リベルタンゴ　　　　　　　 （編曲：小田拓也）

　中野志麻、片山千津子、小田拓也
　渡邉正和、出原修司、筒井祥夫
　中野陽一朗、ハラルド・ナエス
　中山航介

中ホール

 華道家元 池坊より
10：10～ 華道男子グループ「IKENOBOYS」
 ～いけばなと歌曲によるコラボレーション～
 藤井 真、江木淳人（以上、IKENOBOYS）
 中嶋康子（ソプラノ）、船橋美穂（ピアノ）
13：00～ 第38回滋賀県ピアノコンクール入賞者
14：20～ 〈アンサンブルの楽しみvol.11出演者〉
 フィオーレ（オカリナ＆アルハープ）
 Cercatore Saxophone Quartet（サクソフォン四重奏）
16：10～ 〈関西オーケストラ・ニューフェイス①〉
 丸山 緑（ヴィオラ/京都市交響楽団）
17：45～ 〈関西オーケストラ・ニューフェイス②〉
 福田えりみ（トロンボーン/大阪フィルハーモニー交響楽団）
18：40～ びわ湖ホール声楽アンサンブル

イ ケ ノ ボ ー イ ズ 今年はメインロビーで開催となる
「かがり火コンサート」。
近江の春1日目の夜を締めくくります。

メインロビー
4/26㈰
10：15～ さきらジュニアオーケストラ

12：10～ 京都市ジュニアオーケストラ

13：55～ おうみ少年少女合唱団

15：20～ 〈関西オーケストラ・ニューフェイス③〉
 伊藤瑳紀（ヴァイオリン/大阪交響楽団）

16：50～ びわ湖ホール四大テノール

18：00～ 大津祭 月宮殿山によるお囃子
げっきゅうでんざん

19：30～20:00 宮田まゆみ（笙）
中村仁美（篳篥）
八木千暁（龍笛）

ひちりき

りゅうてき

しょう

〔曲目〕 越天楽
　　　　　　ほか

 え  てん らく

9：30～ 
開会宣言

ファンファーレ：日本センチュリー交響楽団メンバー
沼尻竜典（指揮）



児玉麻里 びわ湖ホール声楽アンサンブル中嶋 香

与儀 巧
黒田 博

舘野 泉

田中信昭

砂川涼子 河原忠之

砂川涼子

園田隆一郎

高木綾子

上野耕平 山中惇史

辻 彩奈 太田糸音

倉戸テル藤原真理

岡田 奏福川伸陽

船橋美穂福原寿美枝

薗田奈緒子佐藤晴真 藤井快哉石橋栄実

前橋汀子 田中翔平 河原忠之

小ホール

ATTENTION 来場者の方へのお願い

《サックスワンダーランド！》
上野耕平（サクソフォン）
山中惇史（ピアノ） 
フランセ： 5つのエキゾチックダンス
シューマン： 3つのロマンス
ミヨー： スカラムーシュ

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。

街角の小さな音楽会

気軽にいろいろな楽器やアート、
バレエなどを体験できる2日間です！

びわ湖ホール周辺施設などで
ウェルカム演奏を予定しています。

両日とも11：00～15：45
定員のあるプログラムは10：30から
1日分の予約を受け付けます。

キッズ・ワークショップ

飲食ブース＆
カフェブース

飲
食
ブ
ー
ス
＆
カ
フ
ェ
ブ
ー
ス 大ホールメインロビー

（2階）

湖畔広場

西武大津店
Oh Me!
 大津テラス

琵琶湖

中ホール

《びわ湖ホール》

小
ホ
ー
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地
下
1
階
）
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ア
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ア
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ル
）

4/25㈯・26㈰は
びわ湖ホール周辺が音楽祭一色に！

全席1,500円　18歳以下1,000円小ホール

当音楽祭では各種メディアの方が来場され、取材活動が行われます。会場の様子がテレビ、新聞、雑誌、ウェブ等に、放送・掲載されることがありますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

10：00～10：404/25㈯
  いのち
《生命を持つ楽器》
藤原真理（チェロ）
倉戸テル（ピアノ） 
ベートーヴェン： 『魔笛』変奏曲「恋人か女房があれば」
ベートーヴェン： チェロ・ソナタ第3番 op.69

11：05～11：454/25㈯
《いざ傑作の森へ！》
児玉麻里（ピアノ） 
ベートーヴェン：
　ピアノ・ソナタ第14番 op.27-2 「月光」
　ピアノ・ソナタ第21番 op.53 「ワルトシュタイン」

12：20～13：004/25㈯
《生誕92周年
～田中信昭の至芸》
田中信昭（指揮）
中嶋 香（ピアノ）
びわ湖ホール声楽アンサンブル
メンデルスゾーン： おお、ひばり
プーランク： クリスマスのための
  4つのモテットより「Ⅲ．星を見て」
ブリテン： 「グロリアーナ」コラール舞曲集より
篠田昌伸： 合唱のためのキャラクターピースより「がんちゃん」
篠田昌伸編曲： ジャパニーズ・ポップス・アレンジメンツより　
「ひこうき雲」
「いとしのエリー」

14：00～14：404/25㈯

《春に寄せて》
前橋汀子（ヴァイオリン）
田中翔平（ピアノ） 
ベートーヴェン： ヴァイオリン・ソナタ第5番 op.24「春」
クライスラー： プニャーニの様式による前奏曲とアレグロ
マスネ： タイスの瞑想曲／ブラームス： ハンガリー舞曲
  第1番、第5番

15：00～15：404/25㈯
《うちなーぬ唄》
与儀 巧（テノール）
河原忠之（ピアノ）
友情出演 砂川涼子*
てぃんさぐぬ花（沖縄民謡）
宮良長包：
　えんどうの花（中村透 編曲）
谷茶前（沖縄民謡）
寺島尚彦： さとうきび畑　
普久原恒勇： 芭蕉布
　（中村透 編曲） 
THE BOOM： 島唄*　
喜納昌吉：花*

16：05～16：454/25㈯
《うにうに～ホルンの潜在力》
福川伸陽（ホルン）
岡田 奏（ピアノ） 
シャブリエ： ラルゲット／藤倉 大： うにうに（世界初演）
細川俊夫： 小さい花／ベートーヴェン： ホルン・ソナタ op.17

17：05～17：454/25㈯
《悪役を歌う》
黒田 博（バリトン）
河原忠之（ピアノ） 
ヴェルディ： 『シモン・ボッカネグラ』より
　「俺は自身を呪ってしまった」
ベートーヴェン： 『フィデリオ』より
　「ついに時は来たぞ」
モーツァルト： 『ドン・ジョヴァンニ』より
　「窓辺においで」
ロッシーニ : 『セビリアの理髪師』より
　「わしのような博士に向かって」
プッチーニ： 『トスカ』より
　「もし誓った忠誠を裏切るとしたら」
ヴェルディ： 『オテロ』より
　「夜のことだった（カッシオの夢）」
　「無慈悲な神の命ずるままに」

18：05～18：454/25㈯

      いろどり
《フランス音楽の彩》
辻 彩奈（ヴァイオリン）
太田糸音（ピアノ）  
サン=サーンス： 序奏とロンド・カプリチオーソ op.28
ラヴェル： ヴァイオリン・ソナタ第2番

10：00～10：404/26㈰
《女の想い～シューマン歌曲集》
福原寿美枝（メゾソプラノ）
船橋美穂（ピアノ）  
シューマン： 女の愛と生涯 op.42
 メアリー・スチュワート女王の詩 op.135

11：05～11：454/26㈰
《多彩なる左手の音楽 2》
舘野 泉（ピアノ） 
林 光： 花の図鑑、小前奏曲集
ユッカ・ティエンスー： EGEIRO

12：05～12：454/26㈰
《ベルカント！》
砂川涼子（ソプラノ）
園田隆一郎（ピアノ） 
ロッシーニ： ヴェネツィアの競艇
モーツァルト： 『フィガロの結婚』より
　「おいでください、膝をついて」
グノー： 『ファウスト』より
　「宝石の歌」　
ビゼー： 『カルメン』より
　「何も恐くないといったけれど」
プッチーニ： 
　　『ラ・ボエーム』より
　　　「あなたの愛の呼ぶ声に」
　　『トゥーランドット』より
　　　「氷のような姫君の心は」
　　『ジャンニ・スキッキ』より
　　　「私のお父さん」

14：00～14：404/26㈰

《神秘の無伴奏》
高木綾子（フルート）  
ドビュッシー： シリンクス
武満 徹： VOICE
ドンジョン： 「サロン・エチュード」より 1番 エレジー
　2番 セレナーデ、5番 ジーグ、7番 いたずら好きな妖精
メルカダンテ：
　『ドン・ジョヴァンニ』より
　「奥様お手をどうぞ」
　による主題と変奏

15：00～15：404/26㈰
《凱旋のブラームス！》
佐藤晴真（チェロ）
薗田奈緒子（ピアノ）  
ブラームス： チェロ・ソナタ第1番 op.38
 チェロ・ソナタ第2番 op.99

16：30～17：304/26㈰
《にっぽんの歌名曲選》
石橋栄実（ソプラノ）
藤井快哉（ピアノ） 
山田耕筰： 電話、この道／小林秀雄：すてきな春に
林 光： ほうすけのひよこ／なかにしあかね：今日もひとつ
平井康三郎： うぬぼれ鏡

17：50～18：304/26㈰

選りすぐりの歌手や器楽奏者が約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。   



チケット情報

びわ湖ホール友の会優先発売：
2月27日（木）10：00～────────────────────
びわ湖ホールチケットセンターでのネット・
チケットおよび電話受付のみとなります。
　
一般発売：3月1日（日）10：00～────────────────────
びわ湖ホールチケットセンター
 （ネット・チケット、電話および窓口）
ぴあ、ローソンチケット、e＋（イープラス）

［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）　
「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2020」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、滋賀県文化
スポーツ部文化芸術振興課、滋賀県商工観光労働部観光振興局、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、ピアザ淡海滋賀県立
県民交流センター　（順不同：敬称略）　（令和2年2月3日 現在）

Pコード

176-096

176-099

176-103

176-105

大ホール

中ホール

小ホール

ピアザホール

Lコード

54730

54733

54737

54776

大ホール

中ホール

小ホール

ピアザホール

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） 
https://ｗ.pia.jp/t/bc2020/
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：0570-000-407
（演劇・クラシック専用）
https://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」

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

■ 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18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）

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）

4月25日（土）～4月26日（日）
は、JR大津駅～びわ湖ホール間の
無料シャトルバスを運行します。
詳細決まり次第、公式サイトに掲
載します。

4月～5月にかけて滋賀県各地で関連コンサートを開催！     近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2020

無料シャトルバス

託児サービスのご案内

※料金は税込。全席指定。※有料公演は、3歳未満のお子様はご入場になれません（「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。不可抗力による公演中止の場合を除き、チケットのキャンセル・変更および払い戻しはいたしません。※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。※すべての公演の前売券の電話予約受付は、4月24日（金）19時までとさせていただきます。※当日券は、4月25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。こちらでは座席をお選びいただけません。また、開演直前に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。あらかじめご了承ください。※
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
分から開始いたします。（「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）◎当日は窓口の混雑が予想されますので、お早めにご来場くださ
い。開演の直前に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、あらかじめご了承ください（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、あらかじめご了承ください。※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： 　　　）をお伝えください（プレイガイドでの予約を除く）。

改正健康増進法の施行を
踏まえ、当音楽祭びわ湖
ホール会場は、敷地内全
面禁煙となります。


