沼尻竜典プロデュース！

びわ湖ホール芸術監督
沼尻竜典

ここでしか出会えない音楽の祭典！

大ホール・中ホール・ピアザホール・湖畔公演情報
●

京都市交響楽団

●

沼尻竜典（指揮）

オープニングコンサート
中村恵理（ソプラノ）

クロージングガラコンサート
マイケル・コリンズ（クラリネット）
森谷真理（ソプラノ）
市原多朗（テノール・特別出演）

グノー：『ロメオとジュリエット』より
私は夢に生きたい
ジーツィンスキー：ウィーン、わが夢の町
ドヴォルジャーク：交響曲第9番 ホ短調
op.95「新世界より」

びわ湖ホール芸術監督・沼尻竜典が総合プロデュースする新しい音楽祭の第一回のテーマは

「私は夢に生きたい」
（グノー『ロメオとジュリエット』より）。テーマは毎年、有名オペラアリアのタイトルから
選ばれます。一流アーティストやオーケストラの競演が気軽に楽しめるほか、滋賀県の伝統文化や

●

ロッシーニ：『ウィリアム・テル』より
スイス軍の行進 、 暗い森、寂しい荒野
ウェーバー：クラリネット・コンチェルティーノ op.26
ドビュッシー：クラリネットのための第1狂詩曲
プッチーニ：『トスカ』より 星は光りぬ
ラヴェル：ボレロ

地元高校生たちが出演するステージ、湖上でのコンサートなど、びわ湖ホールならではの見どころが満載！
夜の琵琶湖畔では、びわ湖ホール声楽アンサンブルが出演する初の野外オペラ「かがり火オペラ」も

大阪フィルハーモニー交響楽団

アンティ・シーララ（ピアノ）

グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調 op.16
バーンスタイン：
『ウェスト・サイド・ストーリー』
より
「シンフォニック・ダンス」
〈バーンスタイン生誕100年〉

●

大植英次（指揮）

ショスタコーヴィチ：交響曲第5番 ニ短調
op.47「革命」

開催します。まさに夢のような音楽祭となるでしょう。

松尾芭蕉を魅了した美しい「近江の春」を音楽とともにぜひお楽しみください！
沼尻竜典

小ホール公演情報
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番
ト長調BWV1007 より
プレリュード／サラバンド／ジーグ
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第3番
ハ長調BWV1009（全曲）

マイケル・コリンズ

森谷真理

市原多朗

小川典子（ピアノ）

ドビュッシー：夢、水の精、水の反映
武満徹：雨の樹素描II
ドビュッシー：雨の庭、月の光、喜びの島
〈ドビュッシー没後100年〉

渡辺玲子（ヴァイオリン）

J.Sバッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番
BWV1004より 第5曲「シャコンヌ」
エルンスト：「夏の名残りのバラ（庭の千草）」による変奏曲
パガニーニ：無伴奏ヴァイオリンのための
カプリースop.1より 第24番

野平一郎（ピアノ）

J.S.バッハ（ブゾーニ編）：コラール前奏曲
「目覚めよと呼ぶ声が聞こえ」BWV645
J.S.バッハ：3声のシンフォニアから 1-2-5-6-7-9
野平一郎：バッハによるトランスフォルマシオンIV
J.S.バッハ：イタリア協奏曲 BWV971

京都市交響楽団

藤原真理

小川典子

和谷泰扶（ハーモニカ） ピアノ：荒尾岳児

上村 昇（チェロ） ピアノ：迫

和谷泰扶

荒尾岳児

渡辺玲子

昭嘉

フォーレ：夢のあとに
ドビュッシー：チェロ・ソナタ ニ短調
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ 第3番 イ長調 op.69

上村 昇

迫 昭嘉

野平一郎

戸田弥生（ヴァイオリン） ピアノ：沼尻竜典
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番
ヘ長調 op.24「春」
ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ ト短調

戸田弥生

京都橘高等学校吹奏楽部〈マーチング〉

書道パフォーマンス

歌手たちの競演

森谷真理（ソプラノ）

与儀 巧（テノール）

モーツァルト：
『フィガロの結婚』
より 愛の神よ
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
カッチーニ：アヴェ・マリア
ヴェルディ：
『オテロ』
より 柳の歌−アヴェ・マリア
ヴェルディ：
『運命の力』
より 神よ平和を与えたまえ

夢
（憧れ）
/理想の人
（予感）
/マレキアーレ
（求愛）
/
可愛い口元（盲目）/君なんかもう
（未練）/
最後の歌（修錬）/暁は光から（希望）

〜トスティ歌曲集 愛の道のり〜

書道パフォーマンス：
（公社）滋賀県書道協会
出演：石上真由子（ヴァイオリン）
松園洋二（ピアノ／編曲）
中嶋康子（ソプラノ／司会）
構成・演出：籔川直子

福田進一（ギター）

ソル：モーツァルト「魔笛」の主題による変奏曲 op.9
タレガ：アルハンブラの思い出、アラビア風奇想曲
ヴィラ＝ロボス：前奏曲第3番「バッハへの讃歌」
前奏曲第1番「叙情のメロディー」
ファリャ：ドビュッシー讃歌
アルベニス
（セゴビア編／福田改編）
：アストゥリアス

アンティ・シーララ（ピアノ）

1889年パリ万博で演奏された
「クボ・ギロ」
や、
男女2名の踊り手による愛の踊りなどを披露。
舞踊「カロンシ」ほか

マイケル・コリンズ（クラリネット）
小川典子（ピアノ）

フィンジ：5つのバガテル op.23
シューマン：幻想小曲集 op.73
プーランク：クラリネットとピアノのためのソナタ FP184

ダルマ・ブダヤ

マイケル・コリンズ

アンティ・シーララ

ドビュッシーが魅せられたジャワガムラン

ダルマ・ブダヤ

砂川涼子（ソプラノ） ピアノ：沼尻竜典

〜沖縄のこころ〜（友情出演）与儀 巧
ばんがむり（宮古島民謡）/なりやまあやぐ（宮
古島民謡）/てぃんさぐぬ花（沖縄民謡）/安里屋
ユンタ/だんじゅかりゆし（沖縄民謡）/さとうき
び畑/童神（わらびがみ）/島唄

森谷真理

与儀 巧

砂川涼子

林 美智子（メゾ・ソプラノ）

水口 聡（テノール）

角田祐子（ソプラノ）

モーツァルト：
『フィガロの結婚』
より 恋とはどんなものかしら
グノー：
『ファウスト』
より 僕の告白を彼女に告げておくれ
オッフェンバック：
『ホフマン物語』
より 見ろ震える弦の下で
J.シュトラウス：
『こうもり』
より お客を呼ぶのは私の趣味で
R.シュトラウス：
『ばらの騎士』
より
二重唱 全てのばらの
三重唱 いつかこういう日が…
二重唱 夢だわ
（友情出演）
森谷真理、砂川涼子

プッチーニ：
『トスカ』
より 妙なる調和
マスネ：エレジー/チレーア：
『アルルの女』より フェデリーコの嘆き
グスタヴィーノ：バラと柳/カルディッロ：カタリ・カタリ
プッチーニ：
『トゥーランドット』
より 誰も寝てはならぬ
クルティス：泣かないお前

ノーノ： 生命と愛の歌─広島の橋の上で より
アリア Djamila Boupacha（無伴奏）
ラッヘンマン：ゴット・ロスト─わたしの洗濯カゴ、
見ませんでした？─

林 美智子

〜ザ・テノール！〜

河野克典（バリトン）

小川典子

〜シューベルト歌曲集〜

馭者クロノスD369／夜と夢D827／菩提樹
D911-5／花の便りD622／春にD882／ギリ
シャの神々D677／ミューズの子D764／ます
D550

（

植松さやか（ピアノ）

とん

だ

に ん ぎょう

「日高川入相花王（ひだかがわいりあいざくら）」

冨田人形

）

カンツォーネ・メドレー ほか

びわ湖ホール四大テノール

河野克典

ピアノ：末永

〜現代歌曲は恐くない！〜

角田祐子

滋賀県選択無形民俗文化財

人形浄瑠璃 冨田人形

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

匡

折江忠道（バリトン）

〜歌手生活41年 折江忠道七変化〜

ヴェルディ：
『ファルスタッフ』より 名誉だと！泥棒め！
カールマン：
『伯爵令嬢マリツァ』より さあ、ジプシー！
ベナツキー：
『白馬亭にて』より 白馬亭こそ素敵なホテル
ガーシュウィン：スワンダフル
ロジャース：魅惑の宵、シャル・ウィ・ダンス？
ハーマン：ハロー・ドーリー！

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

トリッチ・トラッチ・
ポルカ/トロイメラ
イ/ディズニーメド
レー/サウンド・オ
ブ・ミュージックメ
ドレー ほか

0歳児からのコンサート②
京都フィルハーモニー室内合奏団

京都フィルハーモニー室内合奏団

水口 聡

シベリウス：ロマンス 変ニ長調 op.24-9
ショパン：3つのマズルカ op.56
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番
「ワルトシュタイン」ハ長調 op.53

ピアノ：河原忠之
（5-S-3、5-Ｓ-7を除く）

0歳児からのコンサートのみ、2歳以下のお子様もご入場いただけます。その場合、
18歳以上の保護者1名につき、お子様1名までひざ上で無料でご鑑賞いただけます。

〜ズボン役の世界〜

明浄学院高等学校吹奏楽部〈マーチング〉

福田進一

5日（土・祝）

〜真理のアヴェ・マリア〜

大植英次

大阪フィルハーモニー交響楽団

〜春の夢 筆 踊る〜

シャグラン：ルーマニア・ファンタジー
シューマン：幻想小曲集 op.73
サラサーテ（和谷編）：カルメン・ファンタジー

アンティ・シーララ

円熟を聴く

4日（金・祝）
藤原真理（チェロ）

中村恵理

末永 匡

折江忠道

舞 踏 会の美女/白
鳥/ディズニーメド
レー/サウンド・オ
ブ・ミュージックメ
ドレー ほか

パーセル：歌劇『ディドとエネアス』
（全3幕／英語上演・日本語字幕付）

びわ湖ホール声楽アンサンブル
ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
大川修司（指揮）
中村敬一（演出）

0歳児からのコンサート③
中谷満と打楽器アンサンブル「シュレーゲル」

中谷満と打楽器アンサンブル「シュレーゲル」

びわ湖ホール声楽アンサンブル

湖畔広場

【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
（かがり火オペラを除く）
。
開場は大ホールは45分前、
中・ピアザホールは30分前、
小ホールは10分前。
★チケットご購入に際しては移動時
間の余裕を十分みていただいた上で、
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いたしますので、
ご確認ください。

︵木・祝︶

9:00

10:00

11:00

12:00

大ホール

4 日︵金・祝︶

メインロビー

レイクビューコンサート

9:30〜
開会宣言

11:00〜11:40
小川典子
（ピアノ）

開会宣言：滋賀県知事 三日月大造
ファンファーレ：京都市交響楽団

畔

ビアンカ
9:00

10:00

大ホール
中ホール

5 日︵土・祝︶

小ホール

ピアザホール

ビアンカ

13:00〜13:40
野平一郎
（ピアノ）

14:00〜14:40
和谷泰扶
（ハーモニカ）

13:40〜
14:00②

11:00

12:50〜14:10
The String Quintet

12:00

13:00

12:00〜12:40
砂川涼子
（ソプラノ）

11:20〜
11:40⑥

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「浜大津駅」下車、徒歩約3分

15:00〜15:40
上村 昇
（チェロ）

20:00

19:00〜20:00
ディドとエネアス

16:00〜16:40
戸田弥生
（ヴァイオリン）

17:00〜17:40
福田進一
（ギター）

16:40〜
17:00④

18:10〜
18:45⑤

16:00〜
16:20⑭

14:00

19:00〜20:00
ディドとエネアス

15:00

16:00

17:00

18:00
17:30〜18:30
沼尻竜典
京都市交響楽団

14:00〜14:40
林 美智子
（メゾ・ソプラノ）

13:40〜
14:00⑧

15:00〜15:40
水口 聡
（テノール）

20:00

19:00〜20:00
ディドとエネアス

16:00〜16:40
角田祐子
（ソプラノ）

14:40〜
15:00⑨

19:00

森谷真理
（ソプラノ）
マイケル・コリンズ
（クラリネット）
市原多朗
（テノール）

15:45〜16:30
冨田人形
（人形浄瑠璃）

12:00〜
12:20⑯

10:00〜10:45
0歳児からのコンサート②
京都フィルハーモニー室内合奏団

19:00

14:30〜15:50
The String Quintet

13:00〜13:40
河野克典
（バリトン）

12:40〜
13:00⑦

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

18:00〜18:45
京都橘高等学校吹奏楽部

12:30〜13:15
アンティ・シーララ
（ピアノ）

10:00〜
10:20⑮

18:00

14:30〜15:20
大植英次
大阪フィルハーモニー交響楽団

10:00〜10:45
びわ湖ホール四大テノール

11:00〜11:40
与儀 巧
（テノール）

17:00

14:40〜
15:00③

11:00〜11:45
明浄学院高等学校吹奏楽部

10:00〜10:40
森谷真理
（ソプラノ）

16:00

14:10〜
14:30⑬

10:50〜12:10
The String Quintet

メインロビー
畔

12:00〜12:40
渡辺玲子
（ヴァイオリン）

12:10〜
12:30⑫

レイクビューコンサート

マーチング/かがり火

15:00

15:45〜16:30
マイケル・コリンズ（クラリネット）
小川典子
（ピアノ）

11:35〜
11:55①

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「浜大津駅」下車、徒歩約3分

湖 上

来場者の方へのお願い

14:15〜15:15
大植英次／大阪フィルハーモニー交響楽団
アンティ・シーララ
（ピアノ）

10:50〜
11:10⑪

マーチング/かがり火

湖 上

14:00

12:30〜13:15
ダルマ・ブダヤ
（ジャワガムラン）

10:00〜10:40
藤原真理
（チェロ）

ATTENTION

15:00〜16:20
書道パフォーマンス

13:00

10:00〜10:45
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

小ホール

湖

中ホール

11:15〜12:05
沼尻竜典／京都市交響楽団
中村恵理
（ソプラノ）

中ホール

湖

3日

タイムテーブル

17:00〜17:40
折江忠道
（バリトン）

16:40〜
17:00⑩

14:10〜
14:30⑰

16:00〜
16:20⑱

19:00〜20:00
ディドとエネアス

13:00〜13:45
0歳児からのコンサート③
シュレーゲル
10:50〜12:10
栗原未和
（ソプラノ）
林 隆史
（バリトン）

メインロビー公演情報
11:35〜 ① さきらジュニアオーケストラ モーツァルト：交響曲第41番「ジュピター」より 第1楽章
13:40〜 ② びわ湖ホール声楽アンサンブル 指揮：大川修司、ピアノ：沼光絵理佳
14:40〜 ③ 第36回滋賀県ピアノコンクール入賞者
原 あかり（滋賀県議会議長賞）三善晃：波のアラベスク、中嶋 雫（滋賀県知事賞）
16:40〜 ④〈関西オーケストラ・ニューフェイス①〉
河本朋美（フルート／関西フィルハーモニー管弦楽団）、生熊 茜（ピアノ）
ポルディーニ：踊る人形／カプレ：夢と小さなワルツ／ドップラー：ハンガリー田園幻想曲

18:10〜 ⑤ びわ湖ホール四大テノール ゲスト：大野 隆（フォレスタ）
…………………………………………………………………………………………………………………
11:20〜 ⑥ 大津児童合唱団 指揮：田村由美子
12:40〜 ⑦〈アンサンブルの楽しみvol.9出演者〉
邦楽グループ「夢邦人」夜明けのスキャット／El Salvador
マンドリン四重奏団「リビング」いつでも夢を／旅路（夢中飛行）／夢をあきらめないで
13:40〜 ⑧〈びわこミュージックハーベスト受講生〉
北條エレナ、大薮英子（ヴァイオリン）、三上さくら（ヴィオラ）、櫃本瑠音（チェロ）
ヴォルフ：弦楽四重奏のためのイタリア風セレナード ト長調

14:40〜 ⑨ 大津シンフォニックバンド 金管八重奏 DREAM SOLISTER／夢はひそかに／エルトゥールルの奇跡
16:40〜 ⑩〈関西オーケストラ・ニューフェイス②〉
吉岡奏絵（クラリネット/日本センチュリー交響楽団）、寺嶋千紘（ピアノ）
ショーソン：アンダンテとアレグロ／チャイコフスキー（シャボー編）
：バレエ音楽「くるみ割り人形」変奏曲

12:50〜14:10
栗原未和
（ソプラノ）
林 隆史
（バリトン）

14:30〜15:50
栗原未和
（ソプラノ）
林 隆史
（バリトン）

湖畔公演情報

豪華客船ビアンカ・大津港公演情報

高校生によるマーチング等をお届け！

…………………………………………………
10:50〜11:10 ⑪滋賀県高等学校軽音楽部会
12:10〜12:30 ⑫甲西高等学校吹奏楽部
14:10〜14:30 ⑬瀬田北中学校吹奏楽部
16:00〜16:20 ⑭比叡山高等学校吹奏楽委員会
…………………………………………………
10:00〜10:20 ⑮立命館守山中学校・高等学校吹奏楽部
12:00〜12:20 ⑯近江高等学校吹奏楽部
14:10〜14:30 ⑰大津高等学校吹奏楽部
16:00〜16:20 ⑱FJB FUJIMI Jr. Band

※終演時間はおおよその目安です。若干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。

■運航スケジュール ※すべて大津港発着 ※各クルーズにおいて約20分のコンサートを行う予定です。

4日

①便

10:50〜12:10

②便

12:50〜14:10

③便

！
大津港でもマーチング！
14:30〜15:50

The String Quintet

（金・祝） 吉川文隆（コントラバス）、青山朋永（1stヴァイオリン）、大西秀朋（2ndヴァイオリン）、奥村英樹（ヴィオラ）、細谷公三香（チェロ）
【プログラム】モーツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調 K.138／エルガー：弦楽セレナード ホ短調 op.20
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①便

10:50〜12:10

②便

12:50〜14:10

③便

14:30〜15:50

日
栗原未和＊（ソプラノ）、林 隆史＊（バリトン）、掛川歩美（ピアノ） ＊…びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー
（抜粋）
／菩提樹／ロメオとジュリエットより
「私は夢に生きたい」
／ラマンチャ
（土・祝） 【プログラム】琵琶湖周航の歌／春の声
の男より
「見果てぬ夢」
／ホフマン物語より
「ホフマンの舟歌」
／魔笛より
「パパパの二重唱」

■乗船料 ……………………………………………………………………………………………………………………

「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2018」
有料公演チケットをご提示いただいた方は
右記料金にてご乗船いただけます。

大人 2,780円→1,500円
小人 1,390円→750円

■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）

…………………………………………
11:00〜11:20 甲西高等学校吹奏楽部
14:30〜14:50 比叡山高等学校吹奏楽委員会
…………………………………………
11:00〜11:20 大津高等学校吹奏楽部
12:50〜13:10 立命館守山中学校・
高等学校吹奏楽部
14:30〜14:50 FJB FUJIMI Jr. Band

