
 

     

 

 

 

 

 

 
しごとチャレンジフェスタ 

●秋からチャレンジ 

滋賀県
し が け ん

労働
ろうどう

雇用
こ よ う

政策課
せ い さ く か

 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド
屋内

●参加費
無料

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： 滋賀県労働雇用政策課能力開発支援係

住  所： 大津市京町４町目１番１号

電　話： ０７７－５２８－３７５５

https://shiga-shigotochallenge.jp

令和４年10月22日（土曜日）

各ものづくり体験　４０名程度

高等技術専門校草津校舎（テクノカレッジ草津）

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：しごとチャレンジフェスタ

令和４年9月初旬頃から、参加者募集予定。
詳しくは、HPをご確認ください。

　・県内の技能者に実際におしごとを教えてもらいながら、
　　　ものづくり体験（しごと体験）をしよう！
　
　・自宅に届く「ものづくり体験キット」を使って、
　　「手作り手順動画」を見ながら、
　　おうちでものづくり体験（しごと体験）をしよう！

　・現役で活躍する優秀な技能者のおしごとをのぞいてみよう！

小学生から中学生



 
     

 

 

 

 

 

 

プレイグリーンパークしが by ピースマムプロジェクト 

週末は子どもと外遊びを楽しもう！ 

●秋からチャレンジ 

ピースマムプロジェクト 

●プログラム内容

●対象、参加条件 子育てファミリー

●日時 2022年11月5日(土)6日(日)　10：30～16：00

●定員 なし

●場所 高栄ホームパーク（ブランチ大津京となり） 

●フィールド 屋外

●参加費 無料

プレイグリーンパークしが

●申込方法、〆切、申込先 LINE

当日受付。入退場自由。

プレグリーンパークしがLINE登録が条件。

●問合せ先
団体名： ピースマムプロジェクト

住  所： 近江八幡市鷹飼町南1-3-11

電　話： 0748-37-1775

https://www.peace-mom.net/ https://www.pgaj.org/

バランスボール体操やパカポコレース、しっぽとりゲームなどの体験プログ
ラムを楽しめます。ドデカバトミントンやチャンバラなど親子で楽しめる遊
具がたくさん。巨大シャボン玉もあるよ！
※体験プログラムは時間制です。詳しくはLINEをご登録いただき時間をご
確認ください。

　　　　　　　※雨天中止　プレイグリーンパークしがLINEにてお知らせ

　　　　　　　　　（近江神宮外苑公園／大津市二本松1-2）

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：プレイグリーンパークしが　byピースマム



 
     

 

 

 

 

 

 
森さんぽ 

●秋からチャレンジ 

ＮＰＯ法人麻生里山センター 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド

里山、森林、自然公園

●参加費

おひとり　500円　（入園料込）

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： NPO法人麻生里山センター

住  所： 滋賀県高島市朽木麻生443

電　話： 0740-38-8099

https://npo.kutsukinomori.net

11月19日（土）10～12時（9:45よりやまね館にて受付開始）

季節によって表情を変える森を、くつきの森のスタッフがご案内しながら歩
きます。
持ち物：帽子・タオル・水筒・歩きやすい靴か長靴

どなたでも

20名

森林公園くつきの森

11/16までにFAXまたはメールにて名前・住所・電話番号をお知らせ下さ
い。

FAX：0740-38-8012　　Mail：asosatoyama@zb.ztv.ne.jp

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：森林公園くつきの森



 
     

 

 

 

 

 

 

沼尻竜典オペラセレクション ロッシーニ作曲  

オペラ『セビリアの理髪師』 

（全２幕／イタリア語上演・日本語字幕付） 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

●対象、参加条件

６歳未満のお子様はご入場いただけません。  （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 各公演約1,650名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

SS席：13,000円　S席：11,000円　A席：9,000円
B席：7,000円　C席：6,000円　D席：5,000円　E席：4,000円
U30席（30歳以下）：3,000円　U24席（24歳以下）：2,000円
2公演セット券（S席）18,000円　青少年割引当日券あり　※全席指定・税込

屋内

電話またはHP
チケット発売中

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

ロッシーニの傑作オペラ『セビリアの理髪師』。沼尻竜典の指揮で、演出に粟
國淳を迎え、日生劇場と提携して上演いたします。スペインのセビリアを舞台
に、アルマヴィーヴァ伯爵と町娘のロジーナが、町の何でも屋フィガロの機転
で結ばれるまでを描いた痛快な恋物語を、躍動感あふれる音楽と演出で描き出
します。

指　揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演　出：粟國　淳
出　演：中井亮一（11/26）、小堀勇介（11/27）ほか
管弦楽：日本センチュリー交響楽団

2022年11月26日（土）、27日（日）各日 14時開演

日生劇場(2022年6月）の公演より

撮影：三枝近志



 
     

 

 

 

 

 

 

びわ湖ホール声楽アンサンブル「美しい日本の歌」 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

●対象、参加条件

６歳未満のお子様はご入場いただけません。 （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 1,200名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

屋内

一般：2,500円　青少年（25歳未満）：1,000円
シアターメイツ：500円　※全席指定・税込

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

電話またはHP
チケット発売：9月11日（日）～完売まで
シアターメイツ会員（入会金・年会費無料）に入会いただくと、シアターメイツ料金でご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。

日本の唱歌や童謡、昭和・平成の歌謡曲など、どこか懐かしく心に残る歌を
びわ湖ホール声楽アンサンブルの歌声でお届けするコンサート。

指揮：本山秀毅
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：京都フィルハーモニー室内合奏団

曲目：琵琶湖就航の歌・ちいさい秋みつけた
　　　翼をください・糸・異邦人
　　　世界に一つだけの花　ほか

2022年12月3日（土） 14時開演



 
     

 

 

 

 

 

 

野村万作・野村萬斎狂言公演 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

野村萬斎　　　　　　野村裕基

佐渡狐(さどぎつね) 竹生嶋参(ちくぶしままいり) 首引(くびひき)

●対象、参加条件

６歳未満のお子様はご入場いただけません。  （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 各公演定員約770名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

屋内

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

電話またはHP
チケット発売：9月24日（土）～完売まで
シアターメイツ会員（入会金・年会費無料）に入会いただくと、シアターメイツ料金でご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。

S席：6,500円　A席：5,500円　青少年（25歳未満）：4,000円
シアターメイツ：2,000円　※全席指定・税込

野村万作

人間国宝の野村万作、映画や演劇公演でも活
躍している野村萬斎による毎回大好評の狂言
公演をお届けします。竹生島にゆかりのある
演目にもご期待ください。

出演：野村万作、野村萬斎、野村裕基 ほか
演目：

2022年12月4日（日） 13時（昼の部）／17時（夜の部）

狐を知らない佐渡の百姓が
賭けに勝つために必死で答
えるたのしい演目

主人に無断で竹生島参りをして
きた太郎冠者は、みやげ代わり
に犬、猿、蛙、蛇にまつわる話
をしますが・・・。

鎮西八郎為朝が鬼の娘と勝
負をします。子煩悩な親鬼
の姿がユニークです。



 
     

 

 

 

 

 

 
里の手しごと ～クリスマスリース～  

●秋からチャレンジ 

ＮＰＯ法人麻生里山センター 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド

森林、自然公園、屋内

●参加費

1組　2,000円　（別途入園料　大人200円　小中学生100円）

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： NPO法人麻生里山センター

住  所： 滋賀県高島市朽木麻生443

電　話： 0740-38-8099

https://npo.kutsukinomori.net

12月11日（日）13時30分～16時（13:15よりやまね館にて受付開始）

自然を活かした暮らしを楽しむワークショップです。リースの材料を森へ探
しに行くところから始めます。
持ち物：動きやすい服装・使いたいリボンや飾りがあれば

どなたでも

10組

森林公園くつきの森内やまね館

12/4までにFAXまたはメールにて名前・住所・電話番号をお知らせ下さ
い。

FAX：0740-38-8012　　Mail：asosatoyama@zb.ztv.ne.jp

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：森林公園くつきの森



 
     

 

 

 

 

 

 

滋賀 YMCA中高生スキーキャンプ冬 

この冬ダイナミックな体験を！！ 

●秋からチャレンジ 

一般財団法人 滋賀ＹＭＣＡ 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： 一般財団法人　滋賀YMCA

住  所： 滋賀県近江八幡市鷹飼町537-3

電　話： 0748-33-2420 メール： info@shigaymca.org

https://www.shigaymca.org/

中高生だけのグループで生活、レッスンの時間を過ごし、その中で生まれる
仲間同士の関わりを大切にします。それぞれの個性を大切にしながら、仲間
と協力すること、集団生活を快適にしていくこと、より豊かな人間関係の構
築を学びます。

12月24日（土）夜出発〜30日（金）朝帰着　4泊+車中2泊

36名（最少催行人数16名）＊チャレンジスキー冬と合わせた人数となります。

電話での申し込み（０７４８）３３－２４２０　定員になり次第締め切り

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：滋賀YMCA

志賀高原スキー場

87,200円（税込）（ＹＭＣＡ会費が別途1,500円）
＊費用には往復交通費、宿泊費、指導費、食費を含みます。＊レンタル代、リフト代が別途必要になります。

長野県 志賀高原高天ヶ原スキー場

宿泊：志賀パークホテル

集合場所：JR草津駅、JR近江八幡駅、JR彦根駅

中学1年生～高校3年生



 
     

 

 

 

 

 

 

滋賀 YMCA チャレンジスキーキャンプ冬 

この冬ダイナミックな体験を！！ 

●秋からチャレンジ 

一般財団法人 滋賀ＹＭＣＡ 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： 一般財団法人　滋賀YMCA

住  所： 滋賀県近江八幡市鷹飼町537-3

電　話： 0748-33-2420 メール： info@shigaymca.org

https://www.shigaymca.org/

小学4年生～高校3年生

より高いスキー技術の習得を目指すキャンパーのためのプログラムです。
中・上級者用斜面のコースを中心にレッスンを展開し、仲間と励まし、認め
合いながら、上達を目指します。ステップアップの指標となる、ワッペンテ
ストは少しドキドキ。気づけばスキーに魂が燃えている、そんなキャンプで
す！

12月24日（土）夜出発〜30日（金）朝帰着　4泊+車中2泊

＊中級者～上級者向け（緩斜面でパラレルターンができる人以上YMCAスキーワッペン認定5以上）

電話での申し込み（０７４８）３３－２４２０　定員になり次第締め切り

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：滋賀YMCA

志賀高原スキー場

87,200円（税込）（ＹＭＣＡ会費が別途1,500円）
＊費用には往復交通費、宿泊費、指導費、食費を含みます。＊レンタル代、リフト代が別途必要になります。

長野県 志賀高原高天ヶ原スキー場

宿泊：志賀パークホテル

集合場所：JR草津駅、JR近江八幡駅、JR彦根駅

36名（最少催行人数16名）＊チャレンジスキー冬と合わせた人数となります。



 
     

 

 

 

 

 

 

滋賀 YMCA リトルキッズスキーキャンプ冬 

この冬ダイナミックな体験を！！ 

●秋からチャレンジ 

一般財団法人 滋賀ＹＭＣＡ 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： 一般財団法人　滋賀YMCA

住  所： 滋賀県近江八幡市鷹飼町537-3

電　話： 0748-33-2420 メール： info@shigaymca.org

https://www.shigaymca.org/

安全で楽しい子ども達のためのスキーカリキュラムに基づきスキーを楽しみ
ます。優しいリーダーが24時間一緒に生活をして子ども達をサポートしま
す。1～2年生に合わせた時間と活動を行いますので初めての参加でも安心
です。

12月26日（月）朝出発〜29日（木）夜帰着　3泊

48名（最少催行人数24名）

電話での申し込み（０７４８）３３－２４２０　定員になり次第締め切り

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：滋賀YMCA

志賀高原スキー場

＊費用には往復交通費、宿泊費、指導費、食費を含みます。＊レンタル代、リフト代が別途必要になります。

76,800円（税込）（ＹＭＣＡ会費が別途1,500円）

長野県 志賀高原高天ヶ原スキー場

宿泊：志賀パークホテル

集合場所：JR草津駅、JR近江八幡駅、JR彦根駅

小学1～2年生



 
     

 

 

 

 

 

 

滋賀 YMCA小学生スキーキャンプ冬 

この冬ダイナミックな体験を！！ 

●秋からチャレンジ 

一般財団法人 滋賀ＹＭＣＡ 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： 一般財団法人　滋賀YMCA

住  所： 滋賀県近江八幡市鷹飼町537-3

電　話： 0748-33-2420 メール： info@shigaymca.org

https://www.shigaymca.org/
ＨＰ

ＵＲＬ：

検索名：滋賀YMCA

それぞれのレベルに合わせて小グループに分かれてレッスンを行いスキーを
楽しみます。スケールの大きな冬の自然と出会い、子ども達同志で励ましあ
い、協力しながら生活する経験は子ども達を大きく成長させてくれるでしょ
う。スキーを初めてするお子様から、中級者までが楽しめるキャンプです。

12月26日（月）朝出発〜29日（木）夜帰着　3泊

48名（最少催行人数24名）

電話での申し込み（０７４８）３３－２４２０　定員になり次第締め切り

志賀高原スキー場

＊費用には往復交通費、宿泊費、指導費、食費を含みます。＊レンタル代、リフト代が別途必要になります。

76,800円（税込）（ＹＭＣＡ会費が別途1,500円）

長野県 志賀高原高天ヶ原スキー場

宿泊：志賀パークホテル

集合場所：JR草津駅、JR近江八幡駅、JR彦根駅

小学3～6年生



 
     

 

 

 

 

 

 

滋賀 YMCA白山エンジョイスキーキャンプ 

この冬ダイナミックな体験を！！ 

●秋からチャレンジ 

一般財団法人 滋賀ＹＭＣＡ 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： 一般財団法人　滋賀YMCA

住  所： 滋賀県近江八幡市鷹飼町537-3

電　話： 0748-33-2420 メール： info@shigaymca.org

https://www.shigaymca.org/
ＨＰ

ＵＲＬ：

検索名：滋賀YMCA

それぞれのレベルに合わせて小グループに分かれてレッスンを行いスキーを
楽しみます。スケールの大きな冬の自然と出会い、子ども達同志で励ましあ
い、協力しながら生活する経験は子ども達を大きく成長させてくれるでしょ
う。スキーを初めてするお子様から、中級者までが楽しめるキャンプです。

2023年1月7日（土）朝〜9日（祝月）夜　2泊

48名（最少催行人数24名）

電話での申し込み（０７４８）３３－２４２０　定員になり次第締め切り

白山一里野温泉スキー場

63,800円（税込）（ＹＭＣＡ会費が別途1,500円）
＊費用には往復交通費、宿泊費、指導費、食費を含みます。＊レンタル代、リフト代が別途必要になります。

石川県 白山一里野温泉スキー場

宿泊：一里野高原ホテル　ろあん

集合場所：JR草津駅、JR近江八幡駅、JR彦根駅

小学1～6年生（初心者～上級者）



 
     

 

 

 

 

 

 
里の手しごと ～ストロースター～  

●秋からチャレンジ 

ＮＰＯ法人麻生里山センター 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド

森林、自然公園、屋内

●参加費

1組　1,500円　（別途入園料　大人200円　小中学生100円）

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： NPO法人麻生里山センター

住  所： 滋賀県高島市朽木麻生443

電　話： 0740-38-8099

https://npo.kutsukinomori.net

1月15日（日）13時30分～15時（13:15よりやまね館にて受付開始）

自然を活かした暮らしを楽しむワークショップです。里の素材「麦わら」を
使った星形の飾りを作ります。
持ち物：作業に適した服装

どなたでも

10組

森林公園くつきの森内やまね館

1/8までにFAXまたはメールにて名前・住所・電話番号をお知らせ下さ
い。

FAX：0740-38-8012　　Mail：asosatoyama@zb.ztv.ne.jp

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：森林公園くつきの森



 
     

 

 

 

 

 

 

オペラへの招待  

林 光作曲 オペラ『森は生きている』 

（日本語上演・日本語字幕付） 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

●対象、参加条件

６歳未満のお子様はご入場いただけません。  （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 各公演656名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

2023年1月26日（木）、27日（金）、28日（土）、29日（日）
各日 14時開演

屋内

一般：6,000円　青少年（25歳未満）：2,000円
シアターメイツ：1,000円　※全席指定・税込

電話またはHP
チケット発売：10月29日（土）～完売まで
シアターメイツ会員（入会金・年会費無料）に入会いただくと、シアターメイツ料金でご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

『森は生きている』は、ロシアの児童文学作家マルシャークの名作を原作に、
林 光が日本語のテキストに作曲したものです。美しい音楽と台詞で紡がれる
心温まる物語を、びわ湖ホール芸術監督・沼尻竜典の指揮でお贈りします。

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演出：中村敬一
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：日本センチュリー交響楽団

「森は生きている」過去の公演より



 
     

 

 

 

 

 

 
森さんぽ 

●秋からチャレンジ 

ＮＰＯ法人麻生里山センター 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

●定員

●場所

●フィールド

里山、森林、自然公園

●参加費

おひとり　500円　（入園料込）

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： NPO法人麻生里山センター

住  所： 滋賀県高島市朽木麻生443

電　話： 0740-38-8099

https://npo.kutsukinomori.net

2月4日（土）10～12時（9:45よりやまね館にて受付開始）

季節によって表情を変える森を、くつきの森のスタッフがご案内しながら歩
きます。雪が積もっていれば、スノーシューで散策します。
持ち物：帽子・タオル・水筒・歩きやすい靴か長靴

どなたでも

20名

森林公園くつきの森

2/1までにFAXまたはメールにて名前・住所・電話番号をお知らせ下さ
い。

FAX：0740-38-8012　　Mail：asosatoyama@zb.ztv.ne.jp

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：森林公園くつきの森



 
     

 

 

 

 

 

 

KAAT 

「星の王子さま － サン=テグジュペリからの手紙－」 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

©宮川舞子／Maiko MIYAGAWA

●対象、参加条件

4歳未満のお子様はご入場いただけません。  （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 各公演約690名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

屋内

電話またはHP
チケット発売：未定～完売まで

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

一般：5,500円　A席：4,500円　青少年（25歳未満）：2,000円

この舞台を子どもたちのためだけでなく、かつて子どもだった大人たちに
届けたい。森山開次が「星の王子さま」の世界を多彩なクリエーター、
精鋭のダンサーとともに立ち上げる、大型ダンス作品。

演出・振付・出演：森山開次
美術：日比野克彦
衣裳：ひびのこづえ
音楽：阿部海太郎
出演：アオイヤマダ、小㞍健太、酒井はな、
          島地保武、坂本美雨　ほか

2023年2月4日（土）、5日（日）
時間未定



 
     

 

 

 

 

 

 

名曲コンサート 華麗なるオーケストラの世界 vol.5  

ニコラス・ミルトン指揮 日本センチュリー交響楽団 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

●対象、参加条件

６歳未満のお子様はご入場いただけません。  （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 約1,800名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　大ホール

●フィールド 屋内

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

S席：4,000円　A席：3,000円　B席：2,000円
C席：1,000円　青少年（25歳未満）S～B席：1,500円
シアターメイツS～B席：750円　※全席指定・税込

電話またはHP
チケット発売：11月13日（日）～完売まで
シアターメイツ会員（入会金・年会費無料）に入会いただくと、シアターメイツ料金でご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

オーケストラの名曲を日本センチュリー交響楽団による本格的な演奏でお贈
りするコンサートシリーズ。今回は、現在ドイツのゲッティンゲン交響楽団
の芸術監督兼首席指揮者を務めるほか、ヨーロッパ各地の歌劇場やオーケス
トラにも客演するニコラス・ミルトンが指揮者として登場します。

指揮：ニコラス・ミルトン
管弦楽：日本センチュリー交響楽団

曲目：ドヴォルジャーク作曲 交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界より」
                                                                                          ほか

2023年2月5日（日）15時開演



 
     

 

 

 

 

 

 

176 アン・セット・シス（ピアノ・デュオ） 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

©TakafumiUeno

●対象、参加条件

６歳未満のお子様はご入場いただけません。  （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 約600名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

屋内

一般：3,000円　青少年（25歳未満）：1,000円
シアターメイツ：500円　※全席指定・税込

電話またはHP
チケット発売：11月19日（土）～完売まで
シアターメイツ会員（入会金・年会費無料）に入会いただくと、シアターメイツ料金でご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

演奏・創作の双方で活動を展開する山中惇史と高橋優介の２人により結成
された新進気鋭のユニットが登場。２台のピアノを縦横無尽に駆使し、ピ
アノ・デュオの新たな可能性を広げるコンサートです。

山中惇史、高橋優介（ピアノ）

2023年2月18日（土） 14時開演



 
     

 

 

 

 

 

 

帰ってきたびわ湖ホール四大テノール  

ウルトラスーパースペシャルゲスト福井 敬 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

●対象、参加条件

６歳未満のお子様はご入場いただけません。  （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 約1,200名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

屋内

電話またはHP
チケット発売：12月10日（土）～完売まで
シアターメイツ会員（入会金・年会費無料）に入会いただくと、シアターメイツ料金でご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

S席：5,000円　A席：4,000円　青少年（25歳未満）：2,000円
シアターメイツ：1,000円　※全席指定・税込

感動的フィナーレを迎えたフォーエバーコンサートから２年、多くの皆様の
お声のおかげでびわ湖ホール四大テノールが帰ってきました。再びウルトラ
スーパースペシャルゲストに福井 敬さんをお招きし、二塚直紀の魂を引き
継ぐべく、今ここに復活！
[出演］福井 敬
　　　 びわ湖ホール四大テノール（清水徹太郎、竹内直紀、山本康寛）
          植松さやか（ピアノ）

[曲目]
オペラ・アリア、イタリアン・カンツォーネ　ほか

2023年3月12日（日）14時開演



 
     

 

 

 

 

 

 

舞台技術研修～人材育成講座～ 

成果発表公演「シンデレラ」（音楽劇） 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

令和3年度「人魚姫」公演より

●対象、参加条件

●日時

●定員 約480名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

屋内

大人：1,000円　子ども（4歳～中学生）：500円
※全席指定・税込

電話またはHP
チケット発売：12月25日（日）～完売まで

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

4歳未満のお子様はご入場いただけません。

連携大学の学生と「舞台技術研修〜人材育
成講座〜」受講者が創り上げる成果発表公
演です。今年度は名作童話「シンデレラ」
をテーマに音楽劇を制作・上演します。

2023年3月18日（土） 14時開演



 
     

 

 

 

 

 

 

マーラー・シリーズ 沼尻竜典×京都市交響楽団 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

●対象、参加条件

６歳未満のお子様はご入場いただけません。  （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 約1,600名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

屋内
S席：5,000円　A席：4,000円　B席：3,000円
C席：2,000円　青少年（25歳未満）：1,500円
シアターメイツ：750円　　※全席指定・税込

電話またはHP
チケット発売：12月10日（土）～完売まで
シアターメイツ会員（入会金・年会費無料）に入会いただくと、シアターメイツ料金でご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

びわ湖ホール芸術監督・沼尻竜典がタクトを振るマーラー・シリーズ第3
弾は、マーラーにとって人生最も幸福な時期に書かれたにも関わらず、
「悲劇的」の副題を持つ、交響曲第６番をお贈りします。

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
管弦楽：京都市交響楽団

[曲目]
マーラー：交響曲 第6番 イ短調「悲劇的」

2023年3月19日（日）14時開演



 
     

 

 

 

 

 

 

子どものための管弦楽教室 

オーケストラと遊んでみよう！ 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

●プログラム内容

●対象、参加条件

4歳未満のお子様はご入場いただけません。  （託児サービスあり　有料・要予約）

●日時

●定員 約1,200名

●場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

●フィールド

●参加費

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： びわ湖ホールチケットセンター

住  所： 〒520-0806　大津市打出浜15-1

電　話： 077-523-7136　火曜日休館（休日の場合は翌日）

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

屋内

大人：2,000円　子ども（4歳～中学生）：1.000円
※全席指定・税込

電話またはHP
チケット発売：12月25日（日）～完売まで

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：びわ湖ホール

子どもから大人まで楽しみながら学べるオーケストラ入門シリーズ！
子どもたちにぜひ聴いてもらいたい名曲の数々をフルオーケストラ演奏でお
贈りします。毎回大人気の指揮者体験コーナーもお楽しみに！

指揮：藤岡幸夫
管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

2023年3月21日（火・祝） 14時開演

藤岡幸夫
昨年度の公演

「指揮者体験コーナー」より


