
ご来場のお客さまへのお願い
本公演は、全世代の方を対象とし
て実施するものです。小さいお子
様の泣き声やお客様の移動・ざわつ
き、多少の話し声が予想されるこ
とをご理解くださいますようお願い
いたします。

日本の伝統楽器、お箏にふれて
みませんか。お箏は音を出すため
の爪をはめて演奏します。

出演 ： 片山幸宏
1991年生まれ、兵庫県香美町出身（滋賀県草津市
在住）。大学から本格的にマジックを学び、国内
外の大会で多数受賞を果たす。マジックオリンピック
「FISM 2018 KOREA」第3位、「Fool Us」で日本人
初受賞。令和2年度滋賀県次世代文化賞受賞。

オペラ歌手のうたとピアノの演奏で音楽の動物園を冒険して
みよう！ みんなの知っている動物の曲がたくさん登場します。 
ステージに映されるオリジナルイラストにも注目してください。

文化団体
パフォーマンスステージ

バレリーナってなんだろう？  
ヨーロッパで生まれた踊
り、「バレエ」の踊り手が「バレリーナ」だよ。言葉や歌
を使わず、音楽の伴奏にあわせて、身体だけで表現す
る世界を一緒に楽しみましょう。とってもかわいいバレ
リーナ達が踊ります。
出演  下田春美バレエ教室、淳バレエ学園

各会場の受付で整理券をお渡しし、体験ブースに空きができ
次第、順番にご案内いたします。お待ちいただく場合や、満席でご
参加いただけない場合もございますので、ご了承ください。片山幸宏マジックショー

令和2年度滋賀県次世代文化賞受賞記念

滋賀県在住のマジシャンによる華麗なショーをお届けします。
洗練された指先のテクニックによるマジックは世界各国の大会
で多くの受賞を果たし、ショーの本場ラスベガスでも高い評価
を得ています。ぜひご覧ください！

11:30開演 11:00開場／12:00終演予定
入場無料 自由席・事前予約不要・当日整理券配布・先着順 

0歳児からのコンサート
～音楽の動物園～

14:00開演 13:30開場／14:45終演予定
入場無料 自由席・事前予約不要・当日整理券配布・先着順

12:30開演 12:00開場／14:00終演予定
入場無料 自由席・事前予約不要・整理券不要
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書道パフォーマンス  (公社)滋賀県書道協会

プチ・バレリーナ  
滋賀洋舞協会 さきらジュニアオーケストラ・アカデミー　

アンサンブルチーム

出演 ： びわ湖ホール声楽アンサンブル

栗原未和
ソプラノ

中
ホ
ー
ル

中
ホ
ー
ル

森季子
メゾソプラノ

島影聖人
テノール

林隆史
バリトン

植松さやか
ピアノ

小林千夏
ピアノ

文化芸術体験ワークショップ

いけばな体験  滋賀県花道協会
※受付時間
①10:00～10:15
②11:00～11:15
③12:00～12:15
にお越しください

対象年齢 
小学生～中学生

定員  各回6名

① 10:15 ～ 11:00
② 11:15 ～ 12:00
③ 12:15 ～ 13:00

昔から日本に伝わる「いけばな」に触れてみませんか。
使ったお花は、持って帰ってお家に飾れます。

対象年齢   幼児～大人

定員  各回8名

名画でびっくりコラージュ
・びわ湖編  滋賀県立美術館

滋賀県立美術館にある、琵琶湖の風景を描いた絵画に、
いろいろな写真を切り貼りして、コラージュしてみましょう！

思い出にのこる色紙を
つくろう  (公社)滋賀県書道協会

日本の伝統文化である「書道」に触れてみませんか。
お好みの色紙を選んで、思いつく言葉を書いてみましょう。
素敵な色紙をお家に飾っていただけます。

対象年齢  4才～大人　　所要時間  約20分
持ち物  袋（色紙が入る25㎝×30㎝程度。持ち帰り用）

参加無料
事前申込不要
先着順

研修室

13:30 ～ 16:00　
色紙がなくなり次第終了（50名まで）

和室
自分でお茶をたてて飲んでみましょう

対象年齢  3才～中学生
定員  各回５組
お菓子がなくなり次第終了

お菓子をひとくち食べて、お抹茶を飲んでみましょう。
どんな味でしたか？　教えてくださいね。
※アレルギーのある方はお菓子の成分をご確認ください。

13:00 ～ 16:00
対象年齢  3才～中学生　　
所要時間  約15分

お箏に挑戦してみよう！
滋賀県三曲協会  

こと

10:00 ～12:00
対象年齢  どなたでもOK
所要時間  約10分

展示室

長い巻き紙に、好きなもの、つたえ
たいこと、その他なんでも、みんな
で描いてつなげよう！ 親子で、友だち
で、もちろん1人でもOKです。

ハンコでエコバッグを染めてみよう
滋賀県工芸美術協会

13:00 ～16:00
対象年齢  3才～小学生
　　　　　　（大人も可）　　

所要時間  約20分

消しゴムなど身近なものを使ってス
タンプし「夏の思い出」をエコバッグ
に。ハンコ持参ＯＫ、なくてもＯＫ。
※使用する染料は水で拭いてもとれません。汚れて
もいい服装でお越しください。

よりどりみどりの

楽しいワークショッ
ププログラム！

①10:00 ～ 10:45　
②11:00 ～ 11:45　
③12:00 ～ 12:45

※受付時間
①9:45 ～ 10:00
②10:45 ～ 11:00
③11:45 ～ 12:00
にお越しください
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ワークショップ開始時間の 15分前～　各ブースの前にて

（一社）茶道裏千家淡交会滋賀支部

絵と手でつながるみんなの
絵巻物  滋賀県造形集団

①10:00～ 10:15 
②10:30～ 10:45
③11:00～ 11:15
④11:30～ 11:45

※受付時間
①9:45 ～ 10:00 
②10:15 ～ 10:30
③10:45 ～ 11:00
④11:15 ～ 11:30
にお越しください

さきらジュニアオーケストラ・アカデミーは、栗東芸
術文化会館さきらを本拠地として活動しています。
日々、“感動する心を大切に”活き活きと音楽を学ぶことを心がけています。
仲間とともに奏でるアンサンブルの響きをお楽しみください。
出演  狩野圭甫、小林香奈、小林香緒、小牧高広、野口佳穂

※幼児・小学校低学年の参加には保護者の方のサポートをお願いします
※汚れてもいい服装でお越しください

中ホール
ホワイエ2階 写真でつくろう 缶バッジ！

滋賀県写真連盟

10:00 ～ 11:50 写真を使って缶バッジをつくり、
プレゼント！ 写真は自分で持って
きてもOK。手ぶらで参加して、こ
ちらで用意した写真からお選びい
ただくこともできます。

対象年齢  小学生
所要時間  約5分 ことばでつなごう ５・７・５  滋賀文学会

５・７・５のリズムで文字
をつないで俳句・川柳・
冠句のおもしろさを味
わってみましょう！

13:30 ～ 16:00

対象年齢  3才～小学生
所要時間  それぞれお好きなだけどうぞ

整理券  12:30から中ホール１階入口付近受付にて配布いたします

企画制作協力  しがぎん経済文化センター

びわ湖ホール声楽アンサンブル
びわ湖ホール創造活動の核として1998年に設立。
「声楽アンサンブル」とは、ドイツ語圏においてオ
ペラのソリストを担う劇場専属歌手を意味する。ソ
リストとしての高水準の実力だけでなく、アンサン
ブル、合唱の中核となり得るバランスのとれた声楽
家により構成されている。2013年第26回大津市
文化賞、平成29年度第42回滋賀県文化賞受賞。

整理券  10:30から中ホール１階入口付近受付にて配布いたします

持ち物 
缶バッジにしたい写真

こんな缶バッジがつくれます！

令和4年8月27日 土

一人静かに筆を執るのが書道ですが、時には仲
間と協力して一つの作品を作り上げ、またその
様子をみなさんに見てもらって楽しんでいただく
こともあります。それが書道パフォーマンスです。
書道大好きお兄さん、お姉さんが音楽に合わせて、大きな紙や筆を
使って書きます。大迫力のステージを、ぜひ楽しんでね。
出演　西谷 萌 ・ 髙井敦史 ・ 田辺哲也 ・ 上田慎也

（新井鷗子著『おはなしクラシック②』より
原曲：サン=サーンス「動物の謝肉祭」）、

本人や家族が撮影したもの。大きさはA4以下。本などの写真は使えません。
※おひとりにつき1個に限ります
※缶バッジがなくなり次第終了

動物園へ行こう、もりのくまさん、
ねこふんじゃった変奏曲　ほか

音楽劇「ふしぎな動物園」曲目


