
遊覧船ミシガンをLFJ専用で運航
①～⑤の各クルーズ中に約20分のコンサートを開催
（自由席）。さらに、⑤便のみプレミアム公演としてアンサ
ンブル・レ・ゾンブルのコンサート（約20分）も開催します。

琵琶湖を周遊しながら音楽を楽しみませんか？

タレス号

運航スケジュール・出演者 

はじめての
湖上公演を開催！

出演：肥後徹士（コルネット）、 内平 健（コルネット）、
       小野愛美（テナーホーン）、 川北 朋（ユーフォニアム）

大津港旅客ターミナルでウェルカム演奏があります！

5/2
（土）

5/3
（日・祝）～

★■00-ミシガン-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。
★乗船受付は出港時刻の10分前です。

アンサンブル・レ・ゾンブル

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）
 公式サイト h t tp : / / l f j b . b iwako -ha l l . o r . j p /
主　　催：公益財団法人びわ湖ホール
企画制作：CREA／KAJIMOTO、公益財団法人びわ湖ホール
プロジェクト・アドバイザー：東京国際フォーラム

5月2日（土） 5月3日（日・祝）

①
便

②
便

③
便

④
便

⑤
便

プレミアム

発着時刻

10:30発～
11:30着

12:10発～
13:10着

14:00発～
15:00着

15:40発～
16:40着

 

17:15発～
18:45着

一般
2,500円

3歳～
小学生
1,500円

一 般
3,500円　
3歳～小学生
2,500円 

料金（      ）乗船料
込・税込

■02-ミシガン-1  
藤原未佳子（ソプラノ)
齋藤まり子（ピアノ)  
J.S.バッハ＝グノー：アヴェ・マリア ほか

J.S.バッハ＝グノー：アヴェ・マリア ほか

ヘンデル：組曲「水上の音楽」より ほか

ヘンデル：組曲「水上の音楽」より ほか

ヘンデル：オンブラ・マイ・フ ほか

ヘンデル：オンブラ・マイ・フ ほか

J.S.バッハ：G線上のアリア ほか

J.S.バッハ：G線上のアリア ほか

■03-ミシガン-1 
西田歩美（サックス)
齋藤まり子（ピアノ) 

■02-ミシガン-2 
藤原未佳子（ソプラノ)
齋藤まり子（ピアノ)  

■03-ミシガン-2 
西田歩美（サックス)
齋藤まり子（ピアノ) 

■02-ミシガン-3 ■03-ミシガン-3 
中路友恵（マリンバ)
村上奈美（フルート)
河本清子（ピアノ)　

■02-ミシガン-4 ■03-ミシガン-4 
中路友恵（マリンバ)
村上奈美（フルート)
河本清子（ピアノ)　

■02-ミシガン-5 

J.S.バッハ：G線上のアリア ほか
＋  

アンサンブル･レ･ゾンブル
（フルート、ヴァイオリン、ヴィオラ・ダ･ガンバ）

■03-ミシガン-5 
中路友恵（マリンバ)
村上奈美（フルート)
河本清子（ピアノ)　

ヘンデル：オンブラ・マイ・フ ほか
＋  

アンサンブル･レ･ゾンブル
（フルート、ヴァイオリン、ヴィオラ・ダ･ガンバ）

井高寛朗ジャズバンド
  　井上歓喜（サックス）
  　井高寛朗（ピアノ）

井高寛朗ジャズバンド
  　井上歓喜（サックス）
  　井高寛朗（ピアノ）

井高寛朗ジャズバンド
  　井上歓喜（サックス）
  　井高寛朗（ピアノ）

※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1日（金）19時までとさせていただきます。残席があるチケットにつきましては、5月2日（土）9時15分より「ラ・
フォル・ジュルネ チケット販売ブース」、10時よりセブン-イレブン店頭マルチコピー機（「チケットぴあ」を選
択、別途発券手数料がかかります）で販売いたします。こちらでは席を指定していただけません。また、「ラ・
フォル・ジュルネ チケット販売ブース」での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。
※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）◎チケットのお引渡しは、2階のチケット予約済み引換所において、9時15分から各公演開演時
刻の30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」につきましては、ピアザホールにて各公演
の開場30分前、湖上公演は大津港にて各公演の乗船受付30分前より、当日券販売・予約済みチケットの引き
渡しを行います。）◎開演の30分前を過ぎた場合にはチケットの販売・引渡しをお断りする場合がございます。
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。◎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出ください。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。※インターネット・チケット予約では、複数の公演を一度にお申し
込みいただくことが出来ません。お申し込みごとに発券・発送手数料（380円）、コンビニ発券の場合は発券手
数料（210円）が必要となります（びわ湖ホール友の会会員の方は無料）。なお、電話予約の場合は、複数の公
演を一度にお申し込みいただけます。※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：
02-L-1）をお伝えください（プレイガイドでの予約を除く）。

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）
http://www.biwako-hall.or.jp/

【びわ湖ホールへの交通のご案内】
ぜ ぜ

●ＪＲ琵琶湖線（東海道本線）「大津」駅より徒歩約20分、またはバス約7分（びわ湖ホール下車）
●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
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びわ湖ホール

●大阪から新快速で約40分、京都から約10分
●名古屋から新幹線／京都のりかえで約60分

《駐車場のご案内》
 有料849台 7：00～23：00
 料金：4時間まで毎時210円

無料シャトルバス
5月2日～3日は、JR大津駅～琵琶湖ホテル～
びわ湖ホール間の無料シャトルバスを運行します。
　5月2日（土） 9:00～20:00
　5月3日（日・祝） 9:00～20:00

■ 対　　象／1歳以上、3歳未満
■ 利用料金／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25日（土）までに、びわ湖

ホールチケットセンターまで
お申し込みください。

 TEL.077-523-7136［10:00～
19:00／火曜日休館、休日の
場合は翌日］

※湖上公演には託児サービスはございません。

託児サービスのご案内

チケット情報

［主催］ 公益財団法人びわ湖ホール　
［企画制作］ CREA／KAJIMOTO、公益財団法人びわ湖ホール
［プロジェクト・アドバイザー］ 東京国際フォーラム
［後援］ 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、Goethe-Institut Villa Kamogawa
在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、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、エフエム滋賀、（公社）びわ湖大津観光協会　（依頼中を含む）
［協賛］ （株）セブン-イレブン・ジャパン、（株）滋賀銀行、（株）JEUGIA
パナソニック（株）アプライアンス社、大津プリンスホテル、（公財）河本文教福祉振興会
京滋舞台芸術事業協同組合、甲賀高分子（株）、国際ロータリー第2650地区
NPO法人秀明インターナショナル（株）そごう・西武 西武大津店、日本ソフト開発（株）
（株）パルコ大津店、琵琶湖汽船（株）、びわ湖放送（株）、琵琶湖ホテル
ホテルブルーレーク大津、（株）松村電機製作所関西支店　（依頼中を含む）
［協力］ 西日本旅客鉄道（株）京都支社大津駅、京阪電気鉄道（株）大津鉄道部
大津プリンスホテル、（株）パルコ大津店、レーク大津農業協同組合
（株）しがぎん経済文化センター、（公財）滋賀県文化振興事業団
滋賀次世代文化芸術センター、（株）毎日放送、（株）エフエム京都
（株）そごう・西武 西武大津店、滋賀県立県民交流センター、（株）平和堂
ZEZEときめき坂商店街、琵琶湖汽船（株）、（株）琵琶湖ホテル、滋賀県高等学校軽音楽部会
滋賀県立陶芸の森／世界にひとつの宝物づくり実行委員会、滋賀県立近代美術館
大津市歴史博物館、MIHO MUSEUM、（株）エフエム滋賀、（公財）平和堂財団
（公財）滋賀県国際協会、龍谷大学吹奏楽部／龍谷エクステンションセンター（REC）
京都大学奇術研究会、大津おやこ劇場＆おはなしボランティアグループ、大津市立図書館
滋賀県教育委員会事務局生涯学習課、トゥレ・マリサ、NPO法人びぃめ～る企画室
［ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭2015推進委員会］
顧問：滋賀県知事、大津市長
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）京都支社大津駅、琵琶湖汽船（株）
京阪電気鉄道（株）大津鉄道部、大津プリンスホテル、（株）琵琶湖ホテル、（株）パルコ大津店
（株）そごう・西武 西武大津店、レーク大津農業協同組合、（一社）大津市商店街連盟
びわ湖大津灯りのまつり実行委員会、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
（公財）滋賀県文化振興事業団、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、京都フランス音楽アカデミー実行委員会
びわ湖ホール劇場サポーター、NHK大津放送局、びわ湖放送（株）、滋賀県総合政策部文化振興課
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学校教育課、大津市都市計画部
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、（公財）びわ湖ホール

（平成27年3月26日現在・順不同）

5月2日（土）

5月3日（日・祝）

Pコード

253-530

253-531

253-532

253-533

253-534

253-535

253-536

253-537

253-538

253-539

Lコード

58771

58772

58773

58774

58775

59355

59356

59357

59358

59359

大ホール

中ホール

小ホール

ピアザホール

湖上公演

大ホール

中ホール

小ホール

ピアザホール

湖上公演

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：
　　http://www.biwako-hall.or.jp/
…………………………………………
チケットぴあ 
TEL：0570-02-9999（Pコード予約）　　　　　　　　
インターネット受付：http://pia.jp/
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
インターネット受付：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/lfj/　ファミリーマート店頭「Famiポート」

5月2日（土）
     3日（日・祝）

5月2日（土）
     3日（日・祝）

LFJびわ湖特別メニューや
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！

西武大津店や大津パルコなど
びわ湖ホール周辺各所で
ウェルカム演奏を
予定しています。
（雨天時は中止となる
 場合があります）

大津駅前おもてなし
オープンカフェ
JR大津駅前にオープンテラス
が出現。女性に人気のスイーツ
のお店や案内コーナー
もあります！

5月2日（土）・3日（日・祝）
10:00～16:00（予定）
お問い合わせ：
大津市都市再生課 
TEL.077-528-2501

琵琶湖
びわ湖ホール

大津港
のりば

におの浜観光港

琵琶湖文化館

至柳が崎湖畔公園港

びわ湖ホールバス停
琵琶湖ホテル なぎさ通り

なぎさのテラス

県警本部

島ノ関駅

浜大津駅

石場駅
京阪電車

京阪膳所駅
大津駅バス停 県庁

ホテル
ブルーレーク大津

ホテルテトラ大津 国道1号

大津パルコ

びわ湖ホール
駐車場

西武大津
ショッピングセンター

大津プリンスホテルピアザ淡海
（滋賀県立県民交流センター）

県道大津草津線

JR琵琶湖線

名神高速道路

（名神大津ICより車で約5分）

ぜ ぜ

ＪＲ大津駅 ＪＲ膳所駅
ぜ ぜ

大津ＩＣ

コラボしが21
大津商工

会議所前バス停
NHK

←

3月26日版滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 
ピアザ淡海 滋賀県立県民交流センター、遊覧船ミシガン 5月2日［土］・3日［日・祝］  

にゃんばら先生監修のキッズプログラム
5/2（土）・3（日・祝） 両日とも10:00～16:30 （9:30開場） ピアザ淡海、びわ湖ホール屋外

にゃんばら先生
（びわ湖ホールシアターメイツ特別顧問）

ミュージアム・アーティスト・企業・大学等が大集合。こだわりの芸術体験プログラムがもりだくさん。今年もにゃんばら先生が登場！家族みんなでたっぷり楽しめる2日間です。

● キッズドラムワークショップ「今日からきみもドラマーだ！！」
● ♪レッツ ミュージック♪ミニコンサート＆楽器体験
● 県内高校生軽音楽部集結！！『水野式軽音楽部道場』
● FMラジオで音楽を楽しもう！ 親子ラジオ工作教室

● 江戸時代のキャラ 大津絵のゆる顔を作ろう
● アートインスタレーション おいかけっこ
● 湖畔で遊ぼう！ 大道芸
● ぼくの、わたしの稲づくり　　ほか
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★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。開場は大ホールは45分
前、中・小・ピアザホールは30分前。 ★チケットご購入に際しては、ホール間の移動のための時間の余裕を十分見ていただいた
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。5/2［土］ 5/3［日・祝］

©飯島隆

大ホール ［デカルト］ 中ホール ［ヘーゲル］ 小ホール ［カント］ 大ホール ［デカルト］ 中ホール ［ヘーゲル］ 小ホール ［カント］ピアザホール［ニーチェ］
び わ 湖 ホ ー ル ピ ア ザ 淡 海

お う み

ピアザホール［ニーチェ］
ピ ア ザ 淡 海

お う み

■メインロビー   ■湖畔広場
キオスク ［アゴラ］ 無 料

び わ 湖 ホ ー ル

■メインロビー   ■湖畔広場
キオスク ［アゴラ］ 無 料

本名徹次（指揮）
ⒸRyusei Kojima

日本センチュリー交響楽団
Ⓒs.yamamoto

アンヌ・ケフェレック（ピアノ）
日本センチュリー交響楽団
本名徹次（指揮）
J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲第5番 ニ長調 BWV1050
J.S.バッハ：ピアノ協奏曲第4番 イ長調 BWV1055
J.S.バッハ：ピアノ協奏曲第5番 ヘ短調 BWV1056

02-L-1 3歳～12:30～13:15

日本センチュリー交響楽団
本名徹次（指揮）
ヘンデル：組曲「王宮の花火の音楽」
J.S.バッハ：管弦楽組曲第2番 ロ短調 BWV1067

02-L-2 3歳～15:45～16:30

大阪フィルハーモニー交響楽団
ナビル・シェハタ（指揮）
J.S.バッハ（ストコフスキー編）：前奏曲 変ホ短調 BWV853
J.S.バッハ（ストコフスキー編）：パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582
J.S.バッハ（ストコフスキー編）：トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
J.S.バッハ（齋藤秀雄編）：シャコンヌ（無伴奏ヴァイオリン・
　パルティータ第2番 ニ短調 BWV1004 より）

02-L-3 3歳～18:45～19:30

各会場のサブネームには、
“パシオン”について深く考えを巡らせた偉大な

哲学者などの名前を冠しています。

※雨天時は、湖畔広場のキオスク公
演は時間を変更してピアザホール
で開催する予定です。

大ホール：デカルト
中ホール：ヘーゲル　
小ホール：カント
ピアザホール：ニーチェ
キオスク：アゴラ
湖上公演：タレス

※雨天時は、湖畔広場のキオスク公
演は時間を変更してピアザホール
で開催する予定です。

過去の公演より

びわ湖ホール声楽アンサンブル

書道、きらめくバロックの世界へ
書道パフォーマンス：（公社）滋賀県書道協会
演奏：ミ・ベモル サクソフォンアンサンブルより
　　 植田藍子、白石尚美、板倉峻、亀井友恵
脚本・演出：中村敬一
J.S.バッハ：イタリア協奏曲 第1楽章
ヘンデル：オンブラ・マイ・フ  ほか

02-M-1 3歳～11:00～12:30

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）
J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
J.S.バッハ：モテット3番「イエス、わが喜び」よりコラール
ヘンデル：オラトリオ「メサイア」 HWV56 より
　“ハレルヤ・コーラス”  ほか

02-M-2 3歳～14:30～15:15

アンヌ・ケフェレック（ピアノ）
ヘンデル：パッサカリア ト短調 HWV432
J.S.バッハ（ブゾーニ編）：コラール前奏曲
　「いざ来たれ、異教徒の救い主よ」 BWV659
マルチェッロ（J.S.バッハ編）：オーボエ協奏曲 
　ニ短調 BWV974より アダージョ 
スカルラッティ：ソナタ ト長調 K.144
スカルラッティ：ソナタ ト長調 K.103
スカルラッティ：ソナタ ロ短調 K.27
J.S.バッハ（ブゾーニ編）：コラール前奏曲
　「主イエス・キリスト、われ汝を呼ぶ」 ヘ短調 BWV639
J.S.バッハ（ヘス編）：主よ、人の望みの喜びよ
ヘンデル：シャコンヌ ト長調 HWV435

02-M-3 3歳～17:15～18:00

ヴォックス・クラマンティス

ヤーン=エイク・トゥルヴェ（指揮）

中野振一郎（チェンバロ）
Ⓒ稲見伸介

ヴォックス・クラマンティス
ヤーン=エイク・トゥルヴェ（指揮）
J.S.バッハ：音楽の捧げもの BWV1079

02-S-1 3歳～11:15～12:00

アンサンブル・レ・ゾンブル
J.S.バッハ：王の主題によるトリオ・ソナタ
　（音楽の捧げもの BWV1079より）
C.P.E.バッハ：「大王について」
　（トリオ・ソナタ ト長調 Wq.144より）

02-S-2 3歳～14:30～15:15

中野振一郎（チェンバロ）
J.S.バッハ：コラール
　「神の御心に委ねるものは」BWV691
J.S.バッハ（中野振一郎編）：
　シャコンヌ ニ短調　ほか

02-S-3 3歳～17:15～18:00

０歳児からのコンサート②
中谷 満とパーカッションアンサンブル「シュレーゲル」
ヘンデル：組曲「水上の音楽」より
J.S.バッハ：小フーガ ト短調 BWV578
アルフィエリ：タンバリンのためのファンファーレ ほか

コンチェルト・ブダペスト

セルゲ・ツィンマーマン
（ヴァイオリン）

アンドラーシュ・ケラー
（ヴァイオリン、指揮）

セルゲ・ツィンマーマン（ヴァイオリン）
コンチェルト・ブダペスト
アンドラーシュ・ケラー（ヴァイオリン、指揮）
J.S.バッハ：ヴァイオリン協奏曲
　第1番 イ短調 BWV1041
J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲
　ハ短調 BWV1060
J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲
　ニ短調 BWV1043

03-L-1 3歳～11:45～12:30

大阪フィルハーモニー交響楽団
ナビル・シェハタ（指揮）
ヘンデル：オラトリオ「メサイア」 より“ピファ（田園曲）”
ヘンデル：合奏協奏曲 ロ短調 op.6-12
ヘンデル（ハーティ編）：「水上の音楽」

03-L-3 3歳～18:30～19:15

デジュー・ラーンキ（ピアノ）
フュロップ・ラーンキ（ピアノ）
エディト・クルコン（ピアノ）
コンチェルト・ブダペスト
アンドラーシュ・ケラー（指揮）
ドゥカイ：上弦の月のライオンの井戸 ― 赤 ―
J.S.バッハ：2台のピアノのための協奏曲
　第1番 ハ短調 BWV1060
ドゥカイ：儚さと永遠─笑顔の裏の涙─
J.S.バッハ：3台のピアノのための協奏曲
　第1番 ニ短調 BWV1063
J.S.バッハ（ドゥカイ編）：コラール前奏曲
　「最愛のイエスは、私たちは」BWV714
J.S.バッハ：3台のピアノのための協奏曲
　第2番 ハ長調 BWV1064

03-L-2 3歳～14:55～15:55

02-P-2 0歳～13:00～13:45

０歳児からのコンサート①
IL DONGRIイル・ドングリ
中嶋康子（ソプラノ）、森 季子（メゾ・ソプラノ）
山本康寛（テノール）、松森 治（バス）
船橋美穂（ピアノ）
J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
ヘンデル：“ハレルヤ・コーラス”  ほか

02-P-1 0歳～10:00～10:45

14:10～14:30
河瀬中学・高等学校吹奏楽部

15:10～15:30
四條畷学園高等学校吹奏楽部 Burning Bravers
（第42回マーチングバンド全国大会／高等学校の部
 ／マーチング部門大編成／銀賞）

10:00～10:20
さきらジュニアオーケストラ
J.S.バッハ：アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳より
11:00～11:20 
滋賀県高等学校軽音楽部会
（JR大津駅前社会実験野外Liveからやってきました!!）
11:30～11:50 
日野少年少女合唱団、菱川きよみ（指揮）
J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
ヘンデル：オンブラ・マイ・フ　ほか

12:40～13:00
第33回滋賀県ピアノコンクール入賞者
中嶋 雫（ピアノ／小学校3・4年部門／滋賀県議会議長賞）
J.S.バッハ：インヴェンション 第14番 変ロ長調 ほか
今井菜名子（ピアノ／小学校5・6年部門／滋賀県知事賞）
J.S.バッハ：イタリア協奏曲より 第3楽章 ほか

13:40～14:00
ko-trioと仲間たち
山本 英（フルート）、岩﨑弓乃（ヴァイオリン）、
岩﨑弓夏（チェロ）、黒沼 香恋（ピアノ）
J.S.バッハ：音楽の捧げものBWV1079より  ほか

15:55～16:15
稲垣 聡（ピアノ）
J.S.バッハ：フランス組曲 第4番  変ホ長調BWV815  ほか

17:25～17:45
マーティン・スタンツェライト
（広島交響楽団首席チェロ奏者）
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007
18:10～18:30
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）
ヘンデル：オラトリオ「メサイア」より

12:00～12:20
大津商業高等学校吹奏楽部

14:40～15:00
田中玲奈（フルート/兵庫芸術文化センター管弦楽団メンバー）
法貴彩子（ピアノ）
ヘンデル：フルート・ソナタ ヘ長調 op.1-11
J.S.バッハ：管弦楽組曲 第2番より バディネリ ほか 

運航・協力：琵琶湖汽船（株）

エカテリーナ・デルジャヴィナ（ピアノ）

大阪フィルハーモニー交響楽団

イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
Ⓒ奥村和泰

びわ湖ホール四大テノール

03-M-1 3歳～10:30～11:15

03-M-2 3歳～13:15～14:00

エカテリーナ・デルジャヴィナ（ピアノ）
J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲  BWV988

03-M-3 3歳～16:40～18:00

イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
J.S.バッハ：イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV971
J.S.バッハ：カプリッチョ 変ロ長調
　「最愛の兄の旅立ちに寄せて」 BWV992
J.S.バッハ：パルティータ第6番
　ホ短調 BWV830

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（テノール）
河合珠江（ピアノ）
J.S.バッハ：トッカータとフーガ 二短調
J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
ヘンデル：オラトリオ「メサイヤ」より
　“すべての谷よ”“ハレルヤ・コーラス”
ヘンデル：歌劇『セルセ』より“オンブラ・マイ・フ”

アンサンブル・レ・ゾンブル

谷村由美子（ソプラノ）

エドガー・モロー（チェロ）
Photographer : Julien Mignot

エドガー・モロー（チェロ）
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番 
　ト長調 BWV1007
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第3番 
　ハ長調 BWV1009 

03-S-1 3歳～10:30～11:15

アンサンブル・レ・ゾンブル
テレマン： パリ四重奏曲第1番 ト長調
テレマン： パリ四重奏曲第2番 ト短調
テレマン： 新パリ四重奏曲第1番 ニ長調

03-S-2 3歳～13:15～14:00

谷村由美子（ソプラノ）
村上ゆかり（ピアノ）
J.S.バッハ：「ヨハネ受難曲」BWV245 より
　“私もまた、喜ばしい足取りであなたについてゆきます”
J.S.バッハ：「コーヒー・カンタータ」BWV211 より
　“あぁ、なんてコーヒーは美味しいんでしょう”　      
ヘンデル: 歌劇『ジュリオ・チェーザレ』より
　“私は運命を嘆き悲しむでしょう” 
　“絶望しないでください”  ほか

03-S-3 3歳～16:40～17:25

完　売
０歳児からのコンサート④
日本センチュリー交響楽団弦楽四重奏＆どいかつえ
J.S.バッハ：「楽しき狩こそわが悦び」より
　“羊は安らかに草を食み”
ヘンデル：ハープシコード組曲 第5番より
　“調子のよい鍛冶屋” ほか

03-P-2 0歳～12:30～13:15

０歳児からのコンサート③
京都フィルハーモニー室内合奏団
ヘンデル：見よ勇者は帰る（得賞歌）
J.S.バッハ：G線上のアリア
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集
　「四季」より  夏の第3楽章 ほか

03-P-1 0歳～10:00～10:45

10:50～11:10  
堀内星良（ヴァイオリン）、今岡秀輝（ヴァイオリン）
村田知穂（ピアノ）
ヘンデル：トリオ・ソナタ ト短調 op.2-7  ほか

12:00～12:20  
PARADE（マリンバ三重奏／
　第6回アンサンブルの楽しみ一般出場者）
ヘンデルメドレー「ヘンデル・ヘンデス」
　（編曲：小泉渚）　ほか

13:20～13:40  
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）
河合珠江（ピアノ）
J.S.バッハ：「クリスマス・オラトリオ」より 羊飼いたちよ、喜んで急げ
ヘンデル：見よ！勇者は帰る　ほか

14:20～14:40
飯嶋幸子、岩川亮子、平尾 悠（ソプラノ）／
本田華奈子（アルト）／島影聖人、古屋彰久
（テノール）／五島真澄、砂場拓也、的場正剛
（バス）  （以上、びわ湖ホール声楽アンサンブル）
植松さやか（ピアノ）
ヘンデル：歌劇『ジュリオ・チェーザレ』より
                   “この胸に息のある限り” ほか

15:20～15:40
イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
J.S.バッハ：平均律クラヴィーア曲集第1巻より
                    プレリュードとフーガ ハ長調　
J.S.バッハ：イタリア協奏曲より 第3楽章 ほか
16:50～17:10 
高山郁子（京都市交響楽団首席オーボエ奏者）
岡 純子（ピアノ）
J.S.バッハ：ソナタ ト短調 BWV1020
17:30～17:50  
IL DONGRIイル・ドングリ　
中嶋康子（ソプラノ）、森 季子（メゾ・ソプラノ）
山本康寛（テノール）、松森 治（バス）
船橋美穂（ピアノ）
ヘンデル：オラトリオ「メサイア」より 

9:50～10:10
大津管弦楽団 金管アンサンブル
ヘンデル：オンブラ・マイ・フ  ほか 

11:20～11:40 
近江高等学校吹奏楽部

12:35～12:55
甲西高等学校吹奏楽部

10:20～10:40
瀬田北中学校吹奏楽部 

13:50～14:10 
FUJIMI Jr. Band 

14:50～15:10
武庫川女子大学附属中学校・高等学校マーチング
バンド部 Eins（第39回マーチングバンド全国大会／
高等学校の部／マーチングバンド部門大編成／金賞）


