
滋賀県各地で関連コンサートを開催！

［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

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 火曜日休館、休日の場合は翌日）

《会場》　滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール

〔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）
〔びわ湖の春 音楽祭 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、滋賀県商工会議所連合会、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、一般社団法人滋賀経済産業協会、公
益社団法人びわこビジターズビューロー、株式会社まちづくり大津、文化・経済フォーラム滋賀、西日本旅客鉄道株式会社 大津駅、琵琶湖汽船株式会社、京阪ホール
ディングス株式会社、びわ湖大津プリンスホテル、京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社 琵琶湖ホテル、Oh!Me大津テラス、一般社団法人大津市商店街連盟、びわ湖大津
秋の音楽祭運営協議会、紫の道の会、株式会社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、びわ湖ホール劇場サポーター、日本放送協会大津放送局、びわ湖放送株式会社、株式会社エフエム滋賀、株式会社滋賀リビング新聞社、大津市
市民部、守山市教育委員会事務局 社会教育・文化振興課、滋賀県立県民交流センター、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 （順不同：敬称略）
[後援]
滋賀県教育委員会、大津市、大津市教育委員会、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、BBCびわ湖放送、（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

ぜ ぜ

●ＪＲ琵琶湖線（東海道本線）「大津」駅より徒歩約20分、または
　バス湖岸線約5分（大津商工会議所前下車。徒歩約4分）
●ＪＲ琵琶湖線（東海道本線）「膳所」駅より徒歩約15分、または
　京阪電車のりかえ「石場」駅より徒歩約3分

【びわ湖ホールへの交通のご案内】

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/
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《駐車場のご案内》

有料849台 24時間営業
料金： 4時間まで毎時210円
 4時間以降毎時110円

4月29日（土・祝）・30日（日）2023年

びわ湖ホール で検索！

SNSでも最新情報
が確認できます。

Ⓒ平舘平

横山 奏

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下についてご理解、ご協力をお願い申し上げます。
●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。●来館時は必ずマスクを着用ください。●館内に手指消毒用アルコールを設置していますので、ご利用ください。●発熱・体調不良の場合は、来館をお控えく
ださい。●入場時には体温チェックを実施します。37.5度以上の発熱がある方は入場をお断りいたします。入場までにお時間がかかることが予想されますので、十分な余裕をもってお越しください。●入場時等は一定の距離を
保ってお並びください。●開演前、休憩時間では極力会話をお控えください。●プログラムなどの配布物は所定の位置に設置しますので、ご自身でお取りください。●スタッフも全員マスクを着用し、極力声を出さないようにい
たします。また、フェイスシールドや手袋を着用する場合もございます。●クロークは利用できませんので、お手荷物を少なくしてご来場ください。●出演者への差し入れ・面会はお控えください。また、出演者によるお見送り等は
ございません。●感染予防対策をはじめ、やむを得ない事情により、出演者や曲目、当日の対応等に変更が生じる可能性がございます。 （2月3日現在）

ヒアリングループマーク

バス運行の
お知らせ
（復路のみ）

■びわ湖ホール→JR大津駅
　運行時間：
 大ホール終演後随時

■運賃 大人210円
 小児110円

金子三勇士
ⒸSeiichi Saito

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

これまでの公演より
昨年の様子



小ホール大ホール 大ホール小ホール 小ホール 小ホール

大ホール小ホール 小ホール 大ホール小ホール 小ホール

MENU

中嶋彰子 古野七央佳
Ⓒ尾形正茂

玉井菜採 北端祥人
ⒸUwe Neumann

中嶋 香

ATTENTION
来場者の方へお願い

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。また、ホール職員等による記録撮影は今後の
広報物やSNSで使用する可能性があります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

4/29（土・祝）

4/30（日） 4/30（日）

4/29（土・祝）

京都市交響楽団
阪 哲朗（指揮）
中嶋彰子（ソプラノ）
開会宣言  滋賀県知事 三日月大造
J.シュトラウスⅡ世：
　『ヴェネツィアの一夜』より 序曲、“ほろ酔いの歌”
　『踊り子ファニー・エルスラー』より “シーヴェリングのリラの花”
　『こうもり』より “チャールダッシュ”
　『騎士パズマン』より “チャールダッシュ”
カールマン：
　『チャールダッシュの女王』より “ハイヤー 山こそ我が故郷”
ジーツィンスキー：ウィーン、わが夢の街

11：00──────────────────────▶12：0010：00──────────▶10：45 12：30──────────▶13：15 14：30──────────▶15：15 17：00──────────▶17：45

日本センチュリー交響楽団
鈴木優人（指揮）
J.S.バッハ（ウェーベルン編）：
　「音楽の捧げもの」より 6声のリチェルカーレ
R. シュトラウス：
　13の管楽器のためのセレナード
モーツァルト：交響曲 第40番 ト短調

上野耕平（サクソフォン）
高橋優介（ピアノ）
モーツァルト：
　ヴァイオリン・ソナタ 第20番 ハ長調  ほか

玉井菜採（ヴァイオリン）
北端祥人（ピアノ）
シューベルト： 
　ソナチネ 第3番 ト短調
コルンゴルト：「から騒ぎ」より 4つの小品

中嶋彰子（ソプラノ）
古野七央佳（ピアノ）
シュトルツ：プラーター公園はまた花盛り
シューベルト：野ばら
モーツァルト：すみれ
ブラームス：メロディのように、永遠の愛
トスティ: 四月、理想
マルクス：アルバムブラット
コルンゴルト：スノードロップ 
シェーンベルク：キャバレーソングより 
　『アルカディアの鏡』からのアリア
J.シュトラウスⅡ世：
　ほろ酔いの歌
ロベルト・シュトルツ：
　『お気に入り』より
　“あなたは私の
　　　心の皇帝よ”

0歳児からのコンサート
びわ湖ホール声楽アンサンブル
　栗原未和、藤村江李奈
　森 季子、山際きみ佳
　島影聖人、竹内直紀
　五島真澄、迎 肇聡
植松さやか（ピアノ）

山内利一（打楽器、津軽三味線）
菊武粧子（箏）
井本蝶山（尺八）

15：30──────────────────────▶16：30

13：00──────────────────────▶14：0010：00──────────▶10：45 11：45──────────▶12：30

京都市交響楽団
阪 哲朗（指揮）
老田裕子（ソプラノ）
モーツァルト：
　モテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」
ベートーヴェン：交響曲 第7番 イ長調

びわ湖ホール春の風物詩となった、一流の音楽が短時間・低価格で楽しめる“音楽祭”。
2023年度より、新たに芸術監督 阪 哲朗がプロデュースし「びわ湖の春 音楽祭」として、
びわ湖ホールをメイン会場にたくさんの音楽をお届けします。
今回のテーマは「ウィーンの風」。芸術監督 阪が自身の“原点”とする都市「ウィーン」をテーマに
様々なプログラムを用意しています。大ホールではオーケストラの迫力ある演奏、
小ホールではアットホームな演奏会から0歳児も楽しめるコンサート、そして、中ホールには「ウィーン」を旅しているような体感ブースも。
また県内各地では、びわ湖ホール声楽アンサンブルのコンサートも開催します。
芸術監督 阪 哲朗とびわ湖ホールが作る“音楽の祭典“。風薫る春の季節、音楽で溢れる2日間をお楽しみください。

「びわ湖の春 音楽祭」 開催   テーマ … ウィーンの風

オーストリア体感広場

S席2,750円　A席2,200円
18歳以下 S席1,650円 A席1,100円

S席2,750円　A席2,200円
18歳以下 S席1,650円 A席1,100円

S席2,750円　A席2,200円
18歳以下 S席1,650円 A席1,100円

全席1,650円
18歳以下1,100円

全席1,650円
18歳以下1,100円

全席1,650円
18歳以下1,100円

全席1,650円
18歳以下550円

全席1,650円
18歳以下1,100円

チケット情報
一　般　発　売：2023年3月18日（土）10:00～
友の会優先発売：2023年3月13日（月）10:00～（インターネット・チケット受付および電話受付のみ）

●びわ湖ホールチケットセンター TEL.077-523-7136（10:00～19:00 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 https://t.pia.jp/【Pコード 236-123】
●ローソンチケット https://l-tike.com/【Lコード 53684】
●e＋（イープラス） https://eplus.jp/【座席選択サービス有】
●楽天チケット https://r-t.jp/classics TEL.050-5434-7343 （平日10:00～17:00）

※当日券の販売の有無および方法については、決定次第、別途ホームページでお知らせします。※3歳以上のお子さまからご入場いただけます（30-1-Sを除く）。託児サービスがございます。詳しくは上記をご覧ください。※や
むを得ない都合により、出演者や曲目等が変更になる場合があります。最新の情報はホームページでお知らせします。また、終演の時間はおよその目安です。※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。※チケットお申し込み後、期限内に所定の手続きをされなかった場合は、チケットの販売・引渡しをお断りいたします。※友の会優先発売期間中の窓口販売はございません。※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使用した音声をお楽しみいただけます。

春の海、六段の調、鶴の巣籠
津軽じょんがら節 ほか

びわ湖ホール声楽アンサンブル
田中信昭（指揮）
中嶋 香（ピアノ）
モーツァルト：アヴェ・ヴェルム・コルプス
ハイドン：オラトリオ「天地創造」より 
　第28曲 おお主なる神よ、天地は御恵み満てり
シューマン：
　夏の歌、森で　
　流浪の民
シューベルト：
　誕生日讃歌
　　「聖なる日」

全席1,650円
18歳以下1,100円

ご来場の方へ

0歳児から
入場可！

4/29（土・祝）
  30（日）

●対　　象／ 1歳以上、3歳未満
●利用料金／ 1公演お子さまおひとりにつき
 1,000円
●開設時間／ 各公演とも開演30分前から
 公演終了後30分まで
●申込方法／ 2023年4月22日（土）までに
 びわ湖ホールチケットセンター
 ☎077-523-7136に
 お申込みください。

託児サービスのご案内

※お電話でチケット購入の際には、
　本チラシに記載の公演番号
　（例：29-1-S）をお伝えください。

★3歳以上入場可（30-1-Sを除く） ★各公演の○○-○-○は公演番号です。チケットをお求めの際にお伝えください。★全席指定。開場時間は大ホール45分前、小ホールは30分前。
★終演時間はおおよその目安です。移動時間等も考慮いただき、チケットをお買い求めください。★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使用した音声をお楽しみいただけます。

植松さやか迎 肇聡五島真澄

竹内直紀島影聖人

山際きみ佳森 季子

藤村江李奈栗原未和

菊武粧子 井本蝶山

山内利一

17：00──────────────────────▶18：0014：20──────────▶15：05 16：00──────────▶16：45

藤木大地（カウンターテナー）
矢野雄太（ピアノ）
シューベルト：春の想い
マーラー：
　連作歌曲集「さすらう若者の歌」より 
　第2曲「朝の野を歩けば」
ブラームス：野の寂しさ
ベートーヴェン：連作歌曲集「遥かなる恋人に」
R.シュトラウス：万霊節

上村 昇（チェロ）
上野 真（ピアノ）

日本センチュリー交響楽団
阪 哲朗（指揮）
梯 剛之（ピアノ）
モーツァルト：
　ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
　交響曲 第36番 ハ長調 「リンツ」

S席2,750円　A席2,200円
18歳以下 S席1,650円 A席1,100円

全席1,650円
18歳以下1,100円

全席1,650円
18歳以下1,100円

ベートーヴェン：
　『魔笛』の主題による12の変奏曲 ト長調
　チェロ・ソナタ 第5番 ニ長調

上村 昇 矢野雄太

上野耕平 高橋優介

びわ湖ホール声楽アンサンブル

田中信昭
Ⓒ駒崎共一

日本センチュリー交響楽団
ⒸMasaharu Eguchi

日本センチュリー交響楽団
ⒸMasaharu Eguchi

阪 哲朗

阪 哲朗 中嶋彰子

阪 哲朗 老田裕子

今年もやります！オーストリアと滋賀県はますます親交を深めています！
（協力：オーストリア政府観光局、滋賀県、びわこビジターズビューロー）

① 大スクリーンで美麗動画上映
 オーストリアの各都市や四季の魅力がぎっしり詰まった映像をたっぷりお届け！
 客席にいながらオーストリアを巡る観光バスに乗っている気分に…？
 滋賀県との共通点もたくさん発見できるかも！？

② オーストリア・滋賀県 観光情報コーナー設置
 国中に音楽家ゆかりのスポットが点在するオーストリア。
 歴史探訪やグルメの楽しさも満載。

③ 物産展「オーストリア・マーケット」開催
 オーストリアビール、ソーセージ、チョコレート、ワイン、お菓子、
 スノードーム、雑貨などなど名産品がたくさん！
※レストランオペラでは、オーストリアにちなんだ限定メニューが登場（数量限定）

鈴木優人
ⒸMarco Borggreve

梯 剛之
Ⓒ尾形正茂

控えめに言って瓜二つ？！

4年ぶりに
キッチンカー登場！

びわ湖ホールシアターメイツ
特別顧問
にゃんばら先生 
Ⓒ飯田佳奈子

にゃんばら先生からのお願い
「びわ湖の春 音楽祭」は、幼いうちに本物の音楽に触れてほしいという想いで、3歳以上のお子さま（「0歳
児からのコンサート」は0歳）からご入場いただけるようにしています。全てのお客様が気持ちよくコンサー
トを聴けるよう、鑑賞マナーを守り、お子さまのコンサートデビューを応援できるようにお願いいたします。

※18歳以上保護者1名に
つき、お子さま （2歳以
下）1名までひざ上無料。

山の音楽家～
びわ湖ホール動物園へようこそ！
「アナと雪の女王」より
　ありのままで、あこがれの夏
「天空の城ラピュタ」より 君をのせて
「となりのトトロ」よりさんぽ
ジャンボリミッキー!

京都市交響楽団
Ⓒ井上写真事務所 井上嘉和

京都市交響楽団
Ⓒ井上写真事務所 井上嘉和

藤木大地
Ⓒhiromasa

上野 真
ⒸAlina Zhdanova


