
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/

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26日（木）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）

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
サークルK・サンクス店頭「Kステーション」
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〉＆携帯） http://eplus.jp/
ファミリーマート店頭「Famiポート」

※料金は税込。全席指定（野外かがり火オペラを除く）。※有料公演は、3歳未満のお子様はご入場になれません。（「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。※すべての公演の前売券の電話予約受付は、5月2日（水）19時までとさせていただきます。※残席がある場合は、5月3日は午前10時00分より、4日、5日は午前8時30分より「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。（「0歳児からのコンサート②③」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：4-L-1）をお伝えください（プレイガイドでの予約を除く）。

チケット情報

飲食ブース情報

［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］（株）叶匠寿庵、（株）平和堂、（株）滋賀銀行、琵琶湖汽船（株）、（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）、
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、（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、守山鉄道同好会
［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、中日新聞社、日本経済新聞社大津支局、毎日新聞大津支局、日本放
送協会大津放送局、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2018」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、（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、大津市
未来まちづくり部、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）　（平成30年3月7日 現在）

Pコード
106-109
106-110
106-111
106-112
106-113

大ホール
中ホール
小ホール
ピアザホール
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私
は
夢
に
生
き
た
い

《会場》

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 ／ 遊覧船ビアンカ  ほか

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）
［主催］ 滋賀県、公益財団法人びわ湖芸術文化財団

5月3日（木･祝）・4日（金･祝）・5日（土･祝）プレ公演

https://bc2018.biwako-hall.or.jp/

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！

「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！

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）ができます！ 詳しくは当日直接会場にて！

※写真はイメージです。実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。

「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）

3月7日版

浅茅生 
みずかがみ
純米吟醸



キッズ・ワークショップ2018

ゆく春を 
  近江の人と 惜しみける
 　　　　　     ― 松尾芭蕉
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びわ湖ホール

5月4日（金・祝）～5月5日（土・祝）は、JR大
津駅～琵琶湖ホテル～大津市民会館～び
わ湖ホール間の無料シャトルバスを運行し
ます。詳しくは、公式サイト
をご覧ください。

無料シャトルバス

5/4（金・祝）…… ●9:00～20:30
5/5（土・祝）…… ●9:00～20:30
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【あいこうか市民ホール】
びわ湖の風
オーケストラ定期演奏会
4月15日（日） 14：30開演
びわ湖の風オーケストラ/指揮：竹内公一/ピアノ：武田優美
一般1,300円 18歳以下及び65歳以上1,000円（当日各200円増）
y甲賀市あいこうか市民ホール TEL.0748-62-2626

【滋賀県立文化産業交流会館】
びわ湖ホール声楽アンサンブル
＆フォレスタ
コラボレーションコンサート
５月3日（木・祝） 14:00開演
フォレスタ／びわ湖ホール声楽アンサンブル
一般2,000円 25歳以下1,500円 （当日各500円増）　
y滋賀県立文化産業交流会館 TEL.0749-52-5111

【びわ湖ホール】
5月3日（金・祝）～5日（土・祝）
音楽祭メイン会場！
　　　　詳細は中面をご覧ください。

【大津市立和邇文化センター】 
第2回
びわ湖音楽祭
5月20日（日） 12:15～16:30
大津市立志賀中学校吹奏楽部、
湖南ダンスワークショップ、～Lefa～、加藤登紀子 ほか 
全席6,000円
y事務局・小坂 
　tkosaka@mth.biglobe.ne.jp

【ルッチプラザ・ガリバーホール】
森のオペラ劇場「魔笛の世界」
4月21日（土） 14：00開演
yルッチプラザ TEL.0749-55-4550
4月28日（土） 14：00開演
yガリバーホール TEL.0740-36-0219
栗原末和（ソプラノ）/森 季子（お話、メゾ・ソプラノ）
二塚直紀（テノール）/林 隆史（バリトン）/植松さやか（ピアノ）
一般500円 中学生以下無料（要整理券） 

【イオンモール草津】
びわ湖ホール
声楽アンサンブルのうたごえ
4月28日（土） 
びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー
yびわ湖ホール広報マーケティング部 TEL.077-523-7140

【大津市民会館】
ピアノ探検隊＆公開レッスン
＆成果発表会
4月28日（土） 10:00開演
岡原慎也×野山真希 ピアノ探検隊＆公開レッスン 
講師：岡原慎也／野山真希
聴講無料、ピアノ探検隊（ワークショップ）500円

5月19日（土） 14:00開演
成果発表会  鑑賞無料
y大津市民会館 TEL.077-525-1234

【竜王アウトレットパーク】
びわ湖ホール
声楽アンサンブルのうたごえ
4月14日（土）
飯嶋幸子（ソプラノ）、山際きみ佳（メゾ・ソプラノ）
二塚直紀（テノール）、五島真澄（バリトン）
yびわ湖ホール広報マーケティング部 TEL.077-523-7140

チケット
発売中

チケット
発売中

申 込
受付中

チケット
発売中 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

無料

無料 【ひこね市文化プラザ】
びわ湖ホール
声楽アンサンブル彦根公演
4月30日（月・休） 14：00開演 
黒田恵美・田島茂代（ソプラノ）/森 季子・八木寿子（メゾ・ソプラノ）
清水徹太郎・諏訪部匡司（テノール）/砂場拓也・松森 治（バス）
植松さやか（ピアノ）　一般1,000円 18歳以下500円 
yひこね市文化プラザチケットセンター TEL.0749-27-5200

あいこうか市民ホール
大津市民会館

イオンモール草津
びわ湖ホール

竜王アウトレットパーク

ルッチプラザ

ガリバーホール

守山市民ホール

大津市立和邇文化センター

滋賀県立文化産業交流会館

ひこね市文化プラザ

浜大津駅スカイクロス
5月4日（金・祝）

スカイプラザ浜大津設立20周年記念
「びわ湖浜大津駅コンサート」

yスカイプラザ浜大津 TEL.077-525-0022

なぎさ公園おまつり広場
5月4日（金・祝）11:00～17:00

西武大津店

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

We can ばっちりバッジ
●約15分
●各日100名
●100円
●随時受付  
●出展/大津商業高校 
          美術部

切り絵ワークショップ
動物たちと風景
●①11:00～ ②14:00～  
●約90分
●定員20名
●料金500円
●各回30分前
　から受付 
●講師/早川鉄兵

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

合唱ワークショップ
大きな声で歌って、
気分も晴れ晴れ♪
●①11:00～ ②13:00～ ③14:30～　
●約60分
●定員20名
●無料
●各回30分前
　から受付 
●講師/白谷仁子

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10名
●無料
●各回30分前
　から受付
●講師/大辻 彩

鉄道模型と鉄道のうた
●協力/守山鉄道同好会
●無料
●ご自由に出入りできます。

11:00～15:45（10:30開場・受け付け開始）
5月4日（金・祝）・5日（土・祝）

タンバリンワークショップ 
タンバリン博士といっしょに
鳴らしてみよう！ 
●①11:00～ ②13:00～ ③14:30～   
●約60分
●定員25名
●無料
●各回30分前
　から受付
●講師/田島 隆

4月～5月にかけて滋賀県各地で多数の関連コンサートを開催！ 5月4日・5日はびわ湖ホール周辺、大津市内各会場でイベントがたくさん！

びわ湖ホールから  広がる新しい音楽祭
「近江の春  びわ湖クラシック音楽祭」

With the String Quintet ～クラシックからビートルズまで～ いろんな楽器を体験して、弦楽と軽音のコラボ演奏を楽しもう！
●①12:00～ ②15:00～ 
●約60分
●無料
●楽器体験①11:30～ ②13:00～ ③14:00～
●ご自由に出入りできます。

滋賀県高等学校軽音楽部会 吉川文隆（Cb） 青山朋永（1stVn） 大西秀朋（2ndVn） 奥村英樹（Va） 細谷公三香（Vc）

ピアザ淡海

スカイプラザ浜大津を練習利用する楽
団などが出演予定。

なぎさカフェ＆びわガーデン
「けいおんストリートLive」

y大津公共空間活用協議会事務局 TEL.077-523-5010

滋賀県内の高校軽音楽部が登場！
会場内にはドリンク＆フードエリア
も充実！

大津港のりば

《詳細は中面を》ご覧ください

マーチングの
演奏を開催！

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。

《出演》  

【守山市民ホール ほか 】
7thルシオール 
アートキッズフェスティバル
5月12日（土）・13日（日） 
角田鋼亮（指揮）/日本センチュリー交響楽団 ほか
有料公演や無料公演有り
y守山市民ホール 
　TEL.077-583-2532

　　 「街角の小さな音楽会」
5月4日（金・祝）・5日（土・祝）
yびわ湖芸術文化財団地域創造部 
　TEL.077-523-7146

「yokkoさんによるベビーサイン講習会」
5月5日（土・祝）
y西武大津店 5階育ママセンター TEL.077-521-6564

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


