
4月22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 4月29日（金・祝）・30日（土）・5月1日（日）  

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）

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

http://lfjb.biwako-hall.or.jp/
びわ湖　音楽祭 検索
ラ・フォル・ジュルネびわ湖の公式サイトは 
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illustrated by Yoshitoshi Shinomiya



　

ラ・フォル・ジュルネびわ湖の魅力

今年は、自然と音楽がテーマの『にゃんばら先生の音楽アトリエ』に高校生・大学生など若いアーティストが大集合！
吹奏楽、和太鼓、ダンス、マジックのステージや参加型プログラム、毎年人気のミュージアム、
企業、団体のアート体験プログラムで、子どもたちに笑顔のひとときをお届けします！

湖畔で遊ぼう！
大道芸
ボランティアサークル「ハロウィン」
…………………………………………………………
にゃんばら先生の
クイズラリー

定員制のプログラムの参加予約は、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。　
※料金の記載の無いプログラムは参加無料です。※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。※プログラム内容等が変更となることがあ
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。

マジック＆ジャグリングショー！
つくってあそぼう☆バルーンアート教室
同志社大学マジック＆ジャグリングサークル Hocus-Pocus
●バルーンアート教室のみ 各回先着25名
………………………………………………………………………………
ストリートダンスを体験しよう！
R.D.C.（立命館ダンスサークル）
………………………………………………………………………………
オリジナルの大津絵
ゆるキャラえんぴつを作ろう！  
大津市歴史博物館　●各回先着20名 ●200円
………………………………………………………………………………

Natural English!  ～英語であそぼう～ 
公益財団法人滋賀県国際協会
●各回先着15名 ●100円
………………………………………………………………………………
Música do Brasil
～サンバのリズムを知ってるかい？～ 
JICA滋賀デスク　●先着15名　

わくわく♪ 陶芸体験 楽しいおさらづくり！ 
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
●500円
…………………………………………………………………………………
名画で遊ぼう！びっくりコラージュ
滋賀県立近代美術館
…………………………………………………………………………………
さがわきっずみゅーじあむ
ヴェネツィアンマスクをつくろう！
佐川美術館
●各回先着20名 ●300円　※未就学児童参加可能（小学生以上推奨）
…………………………………………………………………………………
おやこ☆おはなしのへや
おはなし会たーたか/大津おはなしのとびら/大津おやこ劇場（4月30日）
外国絵本の読み聞かせの会/草津おはなし研究会（5月1日）
●各回先着30名程度

♣マジシャン♠のおへや
京都大学奇術研究会＆トビー斎藤
…………………………………………………………………………………
パピルス紙で、コースターを作ろう！
MIHO MUSEUM
●100円　※小学生以上対象（ただし保護者同伴の場合未就学児童参加可能）
…………………………………………………………………………………
FMラジオで音楽を楽しもう！
親子ラジオ工作教室 
株式会社エフエム滋賀　●各回先着8組 ●500円　※小学生以上対象

4/30（土）・5/1日（日） 両日とも11:00～15:30 （10:30開場）ピアザ淡海、びわ湖ホール屋外  
※当日各会場にて受付します。

参加
無料

4/30（土）11:15～
びわ湖ホール2階ホール事務室入口横
協力：レーク大津農業協同組合

※10：15～受付開始
　（定員100名） 

劇場で田植え！？ 
びわ湖ホールならではの芸術と農業のコラボレー
ションを体験しませんか？ プランターに稲の苗を
植えて、秋に稲刈りと収穫祭を行います。

ぼくの、わたしのぼくの、わたしの
　　　稲づくり
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illustrated by Yoshitoshi Shinomiya

ボンジュール！ びわ湖のみなさん、お元気ですか？
今年のラ・フォル・ジュルネでは、びわ湖の音楽祭にぴったりの「自然」をテーマに掲げることにしました。いつの時代も作曲家たちは自然
に魅せられ、自然から多くのインスピレーションを得て数々の傑作を生みだしました。プログラムは、バロックから現代まで300年にわ
たる音楽史の中から、季節、風景、動物、海、川など、さまざまな切り口で選曲しました。クラシック音楽ファンの方には、作曲家や時代や
地域による自然観の違いを聴き比べていただくことができますし、普段あまりクラシックに馴染みのない方も、ご家族やお友達とハイキ
ングに行くような気持ちで音楽祭にいらっしゃってください。自然から生まれた多彩で詩情豊かな音楽に触れて、イマジネーションの翼
を存分に羽ばたかせていただけることでしょう。そしてコンサートの後は、ぜひ会場のまわりの豊かな自然を味わってください。驚きと発
見とイマジネーションに満ちた音楽の旅「ナチュール」に、どうぞご期待ください！
ラ・フォル・ジュルネびわ湖　アーティスティック・ディレクター　ルネ・マルタン

Ⓒshumpei ohsugi

ルネ・マルタン

　

にゃんばら先生の音楽アトリエにゃんばら先生の音楽アトリエ

ピアザ淡海 大会議室 ステージプログラム
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親子で楽しむラララ♪ 冒険の旅
滋賀県立膳所高等学校吹奏楽班
…………………………………………………………………………………
ドキドキ ワクワク ドンドコ 和太鼓大作戦
MIHO美学院中等教育学校太鼓部　

ファミリー☆コンサート 
～みんなで歌おう～
龍谷大学吹奏楽部／龍谷エクステンションセンター（REC）



カンマーアカデミー・ポツダム
ⒸNikolaj Lund

びわ湖ホール四大テノール

アンヌ・ケフェレック
ⒸGeoffrey Arnoldy

天理教校学園高等学校マーチングバンド
Violet Impulse

イリーナ・メジューエワ
Ⓒ奥村和泰

ダニエル･ライスキン
©Marco Borggreve

過去の公演より

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部

トリオ・オウオン
ⒸEric Manas

日本センチュリー交響楽団
Ⓒs.yamamoto

加藤景子 萩原吉樹

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部
「スター･ウォーズ･サーガ」
ミュージカル「キャッツ」セレクション
ミュージカル「ライオン・キング」メドレー

＜オープニング・コンサート＞
二塚直紀（テノール）
片桐直樹（バス）
ラ・フォル・ジュルネびわ湖「森の歌」合唱団
びわ湖ホール声楽アンサンブル
大津児童合唱団
日本センチュリー交響楽団
ダニエル･ライスキン（指揮）
スメタナ：連作交響詩《わが祖国》より“モルダウ” 
ショスタコーヴィチ：オラトリオ「森の歌」op.81

オリヴィエ・シャルリエ（ヴァイオリン、指揮）
日本センチュリー交響楽団
ヴィヴァルディ：四季
（ヴァイオリン協奏曲集《和声と創意の試み》op.8より）

大阪フィルハーモニー交響楽団
大植英次（指揮）
R. シュトラウス：アルプス交響曲 op.64

カンマーアカデミー・ポツダム
ヘンデル：水上の音楽 第1組曲 HWV348
ヘンデル：水上の音楽 第2組曲 HWV349

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）
植松さやか（ピアノ）
湖より「琵琶湖周航の歌」
海より「われは海の子」
山より「すべての山に登ろう」
空より「大空と大地の中で」
土より「うんこ」   ほか

筆、舞い踊る
～書道パフォーマンスによる花鳥風月～
書道パフォーマンス：（公社）滋賀県書道協会
西川茉利奈（ヴァイオリン）、荒井結子（チェロ）、
文京華（ピアノ）
脚本・演出：中村敬一
ドビュッシー：ベルガマスク組曲より “月の光”
ピアソラ：ブエノスアイレスの四季より“春” ほか

イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
チャイコフスキー：
　四季-12の性格的描写 op.37bis

アンヌ・ケフェレック（ピアノ）
「水の物語」
ドビュッシー：水の反映（《映像》第1集より）
ドビュッシー：沈める寺（《前奏曲集》第1巻より）
ドビュッシー：オンディーヌ（《前奏曲集》第2巻より）
ケクラン：漁師たちの歌（《陸景と海景》より）
ラヴェル：海原の小舟（《鏡》より）
リスト：悲しみのゴンドラ
リスト：波の上を渡るパオラの聖フランチェスコ（《2つの伝説》より）

トリオ・オウオン（ピアノ三重奏）
シューベルト：ピアノ三重奏曲第2番 D929

4/30［土］4/29［金・祝］
各会場のサブネームには、世界の川の名前を冠しています。

大ホール：ライン
中ホール：ロワール
小ホール：テムズ
キオスク：モルダウ
ピアザホール：ナイル

レクチャー 「『森の歌』をめぐって
～音楽・政治・社会」
講師：亀山郁夫（名古屋外国語大学学長 ロシア文学者）
ゲスト：浅田彰（京都造形芸術大学教授）

加藤景子（ピアノ）、萩原吉樹（ピアノ）
ホルスト：「惑星」より 
　～ジャズで旅する宇宙～
サン＝サーンス：「動物の謝肉祭」より 
　～深イイ朗読とともに～
「世界の中心で四季を叫ぶ」 
　～名曲で四季めぐり～
「トルコ行進曲ファンタジー」

天理教校学園高等学校マーチングバンド
  Violet Impulse
LIBERTY FANFARE
映画「もののけ姫」より「アシタカとサン」 ほか

10:15～10:45
さきらジュニアオーケストラ
チャイコフスキー：交響曲 第4番 第1、4楽章

11:50～12:10
永江真由子
（フルート／日本センチュリー交響楽団副首席奏者）
樋上愛加（ピアノ）
ヴィヴァルディ：フルート協奏曲 ニ長調
RV.428「ごしきひわ」  ほか

15:40～16:00
アンサンブル九条山
若林かをり（フルート）、森本ゆり（ピアノ）
メシアン:クロウタドリ ほか

13:50～14:05
FJB FUJIMI Jr.Band 金管六重奏
阿部勇一：スノーランド ほか

14:25～14:45
天理教校学園高等学校マーチングバンド 
Violet Impulse

17:20～17:40
アンサンブル・リュネット（フルート四重奏）
森本英希、谷風佳孝、江戸聖一郎、小山真之輔
ボザ：夏山の一日 ほか

11:30～11:45
フローエ・フラウ・フレーテ
（リコーダー三重奏／第7回アンサンブルの
楽しみ一般出場者）
モーリー：時は花祭りの五月 ほか

ラ･フォル･ジュルネびわ湖 湖上公演

4/30（土） 5/1（日）
遊覧船ミシガンをLFJ専用で運航
会場：遊覧船ミシガン船内

※湖畔広場の公演は雨天中止。

29-L-1 3歳～11:30～12:15

29-L-2 3歳～15:15～16:00

29-M-1 3歳～13:00～14:30

29-M-2 3歳～16:30～17:15

29-S-2 3歳～17:45～18:30

30-L-1 3歳～10:00～10:45

30-L-2 3歳～13:00～13:45

30-L-3 3歳～16:00～16:55

30-M-1 3歳～11:30～12:15

30-M-2 3歳～14:15～15:00

30-M-3 3歳～17:20～18:05

29-S-1 3歳～13:45～14:45

30-L-4 3歳～18:45～19:30

会 場
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大ホール ［ライン］ 中ホール ［ロワール］大ホール ［ライン］ 中ホール 小ホール
び わ 湖 ホ ー ルび わ 湖 ホ ー ル

■びわ湖ホールメインロビー   ■湖畔広場キオスク ［モルダウ］ 無 料



福間洸太朗

京都橘高等学校吹奏楽部

ジラール弦楽四重奏団

ミハイル・ゲルツ 大阪フィルハーモニー交響楽団
Ⓒ飯島隆

中野振一郎
Ⓒ稲見伸介

大植英次（指揮）
Ⓒ飯島隆

豊嶋泰嗣
Ⓒ大窪道治

京都フィルハーモニー室内合奏団

中谷満とパーカッションアンサンブル「シュレーゲル」

アンヌ・ケフェレック（ピアノ）
「水の物語」
ドビュッシー：水の反映（《映像》第1集より）
ドビュッシー：沈める寺（《前奏曲集》第1巻より）
ドビュッシー：オンディーヌ（《前奏曲集》第2巻より）
ケクラン：漁師たちの歌（《陸景と海景》より）
ラヴェル：海原の小舟（《鏡》より）
リスト：悲しみのゴンドラ
リスト：波の上を渡るパオラの聖フランチェスコ（《2つの伝説》より）

★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。 ★有料公演は一部公演を除き全席指定。
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。

ジラール弦楽四重奏団
ハイドン：弦楽四重奏曲 第67番 
　Hob. III-63「ひばり」
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第8番 
　op.59-2「ラズモフスキー第2番」

福間洸太朗（ピアノ）
「水と鳥たちへのオマージュ」
　ビゼー：暁、出発（《ライン川の歌》より）
　グリンカ（バラキレフ編）：ひばり
　スメタナ（福間洸太朗編）：モルダウ
　メシアン：ヨーロッパコマドリ（《鳥の小スケッチ》より）
　武満徹：雨の樹素描
　リスト：2つの伝説 S.175

豊嶋泰嗣(ヴァイオリン)
中野振一郎(チェンバロ)　
ヘンデル：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ より
ルクレール：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ より ほか

大阪フィルハーモニー交響楽団
ミハイル・ゲルツ（指揮）
スメタナ：連作交響詩《わが祖国》より“モルダウ”
ベートーヴェン：交響曲第6番 ヘ長調 op.68「田園」

ユキ・カサイ（ヴァイオリン）　
カンマーアカデミー・ポツダム
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲 RV.104「夜」
テレマン：組曲「水の音楽」- ハンブルクの潮の干満
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲 RV.253「海の嵐」

アンヌ・ケフェレック（ピアノ）
大阪フィルハーモニー交響楽団
ミハイル・ゲルツ（指揮）
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第27番 K.595

5/1［日］

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」
ライヒ：木片の音楽
ウィーラン：リバーダンス
ヴルフ：ローマの朝　ほか

京都橘高等学校吹奏楽部
Tachibana Performance 2016

10:15～10:35
第34回滋賀県ピアノコンクール入賞者
永里姫珈（ピアノ／小学校3・4年部門／滋賀県議会議長賞）
シャミナード：森の精
飯島真愛（ピアノ／小学校5・6年部門／滋賀県知事賞）
三善晃：波のアラベスク

13:15～13:35
高島少年少女合唱団、田中文子（指揮）
ジブリメドレー、365日の紙飛行機 ほか

14:30～14:50
船越亜弥、鈴木望、吉川秋穂、島影聖人、砂場拓也、
内山建人（以上、びわ湖ホール声楽アンサンブル）
掛川歩美（ピアノ）
浜辺の歌、故郷  ほか

16:10～16:30
北口大輔（チェロ／日本センチュリー交響楽団首席奏者）
鈴木華重子（ピアノ）
サン=サーンス：「動物の謝肉祭」より 白鳥 ほか

17:40～18:00
スペシャル・ホルン・アンサンブル
”アルプス登山隊”
マッコイ：アフリカン・シンフォニー ほか

18：10～18：30
イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
メトネル：《忘れられた調べ》 より  プリマヴェラ（春）

19:00～19:20
晴 雅彦（バリトン）川邊由布子（ピアノ）
中村茂隆（よしむらせいてつ作詞）：「かい」 ほか
19:50～20:10
びわ湖ホール3／4大テノール with 晴雅彦
清水徹太郎／竹内直紀／二塚直紀（テノール）
晴 雅彦（バリトン）、植松さやか（ピアノ）
琵琶湖周航の歌 ほか

10:45～11:05／11:15～11:35
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!!）

12:00～12:20
瀬田北中学校吹奏楽部

14:00～14:20
大津商業高等学校吹奏楽部

15:10～15:30
大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 ★

16:30～16:50
大津高等学校吹奏楽部

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
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集
　「四季」より＜春＞の第一楽章
J.シュトラウス2世：ウィーンの森の物語
アンダーソン：マクドナルドじいさんは農場
　をもっていた　ほか

①～④便のクルーズ中に、
3階ステージにて
コンサートを開催！

ラ･フォル･ジュルネびわ湖 湖上公演
遊覧船ミシガンをLFJ専用で運航

運航・協力：琵琶湖汽船㈱

発着時刻
11:10発

～12:30着
13:10発

～14:30着
15:40発

～17:00着
 18:10発
～19:30着

①便

②便

③便

④便

運
航
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

公
演
番
号 

★■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。　

1・2階エリア乗船チケット ◎一般2,800円  ◎18歳以下1,800円 （各便150席・自由席）
　　※乗船のみのチケットです。
　　※コンサート終了まで（出港後約30～40分）は3・4階（コンサートエリア）へは行けません。

　　※3歳未満のお子さまをお連れの方は、1・2階エリア当日券をお求めください。
　　※18歳以上の保護者1名につき、2歳以下のお子さま1名は無料で乗船いただけます。

各便の1・2階エリアでクルーズをお楽しみいただける
「乗船チケット」を販売します（当日券のみ）。

◎一般………………… 3,500円 
◎3歳以上18歳以下… 2,500円

※悪天候の場合は出航スケジュールは変更
　もしくはキャンセルになる場合がございます。
※料金は税込。

※湖畔広場の公演は雨天中止。
　ただし★印のみ雨天時はピアザホールで開催。

☆ラ・フォル・ジュルネびわ湖公演チケットをご提示の方は、
　◎一般1,500円 ◎18歳以下1,000円 にてご購入いただけます。 

30-S-1 3歳～11:30～12:25

30-S-2 3歳～14:15～15:00

30-S-3 3歳～17:20～18:05

30-P-2 0歳～12:45～13:30

30-P-1 0歳～10:00～10:45 01-L-1 3歳～10:00～10:45

01-L-2 3歳～13:00～14:00

01-L-3 3歳～16:00～16:45

01-L-4 3歳～18:45～19:40

会 場

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

小ホール ［テムズ］
び わ 湖 ホ ー ル

大ホール ［ライン］
び わ 湖 ホ ー ルピ ア ザ 淡 海

お う み

■びわ湖ホールメインロビー   ■湖畔広場

キオスク ［モルダウ］ 無 料
ピアザホール ［ナイル］



びわ湖ホール声楽アンサンブル レ・パラダン
ⒸXavier Antoinet

アブデル・ラーマン・エル＝バシャ
ⒸCarole Bellaiche

オリヴィエ・シャルリエ

フランク・ブラレイ
ⒸKing Records08

黒川冬貴 浜田理恵

大阪交響楽団金管五重奏

ポーリーヌ・ハース（ハープ）
ⒸGregory Massat

昨年の様子 ‒ 湖畔広場

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。

ATTENTION
来場者の方へのお願い

びわ湖ホール声楽アンサンブル
渡辺治子（ピアノ）、中村敬一（演出）
林光：オペラ「森は生きている」（演奏会形式）

オリヴィエ・シャルリエ（ヴァイオリン）
アンヌ・ケフェレック（ピアノ）
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番 
　op.24「春」
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第1番 
　op.78「雨の歌」

フランク・ブラレイ（ピアノ）
黒川冬貴（コントラバス）
ジラール弦楽四重奏団メンバー
シューベルト：ピアノ五重奏曲 D667「ます」

レ・パラダン
ジェローム・コレア（指揮、チェンバロ、オルガン）
「四季」
シャルパンティエ：モテット「四季」
マレ：「ヴィオラ・ダ・ガンバと
　通奏低音のための組曲」より　
ダングルベール：「クラヴサン組曲」より

アブデル・ラーマン・エル=バシャ（ピアノ）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第15番 op.28「田園」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第17番 op.31-2「テンペスト」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番op.53「ワルトシュタイン」

浜田理恵（ソプラノ）
トリオ・オウオン（ピアノ三重奏）
シューベルト：ノットゥルノ D897
ブロッホ：ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための3つの夜想曲
ショスタコーヴィチ：ブロークの詩による7つのロマンス op.127

［日］

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
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集
　「四季」より＜春＞の第一楽章
J.シュトラウス2世：美しく青きドナウ
サン＝サーンス：組曲「動物の謝肉祭」より「象」
　　　　　　　　　　　　　　　  ほか

０歳児からのコンサート④
大阪交響楽団金管五重奏
ヘンデル：組曲「水上の音楽」より
J.シュトラウス2世：ウィーンの森の物語  ほか

10:15～10:35
石上真由子（ヴァイオリン）、船橋茉莉子（ピアノ）
（京都フランス音楽アカデミー受講生）
シマノフスキ：神話─3つの詩

※湖畔広場の公演は雨天中止。
　ただし★印のみ雨天時はピアザホールで開催。

■びわ湖ホールメインロビー   ■湖畔広場

キオスク ［モルダウ］ 無 料

13:20～13:40
片岡リサ（箏）
アメージング・グレイス（片岡リサ編） 

14:40～15:00
迎 肇聡（バリトン）、關口康祐（ピアノ）
～花～ 
シューベルト：野ばら ほか

16:00～16:20
萩原合歓（ヴァイオリン）、萩原吉樹（ピアノ）
～ヴァイオリンとピアノでめぐる空中散歩～
エルガー：朝の歌 ほか

17:25～17:45
稲垣 聡（ピアノ）
メシアン：「鳥のカタログ」より 
キガシラコウライウグイス ほか

18:10～18:30
びわ湖ホール声楽アンサンブル
本山秀毅（びわ湖ホール声楽アンサンブル専任指揮者）
琵琶湖周航の歌、大地讃頌 ほか

19:00～19:20
ZAZAカルテット
佐藤一紀、谷本華子（ヴァイオリン）
中田美穂（ヴィオラ）、金子鈴太郎（チェロ）
ハイドン:弦楽四重奏曲 第78番「日の出」

11:45～12:05
大津シンフォニックバンド 金管六重奏
村松崇継：生命の奇跡 ほか
12:05～12:25
甲西高等学校吹奏楽部

10:50～11:10
近江高等学校吹奏楽部

12:55～13:15
河瀬中学・高等学校吹奏楽部

13:55～14:15
FJB FUJIMI Jr.Band

15:05～15:25
京都橘高等学校吹奏楽部 ★

16:30～16:50
比叡山高等学校吹奏楽委員会

4月30日（土）発着時刻
11:10発

～12:30着
13:10発

～14:30着
15:40発

～17:00着
 18:10発
～19:30着

5月1日（日）
びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー
琵琶湖周航の歌、久石譲:坂の上の雲 ほか

びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー
琵琶湖周航の歌、久石譲:坂の上の雲 ほか

ポーリーヌ・ハース（ハープ）
スメタナ：《わが祖国》より モルダウ ほか

若林かをり（フルート）、若林千春（ピアノ）
バラ色の人生、パリの空の下 ほか

若林かをり（フルート）、若林千春（ピアノ）
バラ色の人生、パリの空の下 ほか

びわ湖ホール3/4大テノール
（清水徹太郎、竹内直紀、二塚直紀）
イタリアン・カンツォーネ･メドレー ほか
びわ湖ホール3/4大テノール
（清水徹太郎、竹内直紀、二塚直紀）
イタリアン・カンツォーネ･メドレー ほか

ポーリーヌ・ハース（ハープ）
チャイコフスキー：《四季》より 6月 ほか

30-ミシガン-1
11：20～11：40

01-ミシガン-1
11：20～11：40

30-ミシガン-2
13：20～13：40

01-ミシガン-2
13：20～13：40

30-ミシガン-3
15：50～16：10

01-ミシガン-3
15：50～16：10

30-ミシガン-4
18：20～18：50

01-ミシガン-4
18：20～18：50

4
月
30
日（
土
）

5
月
1
日（
日
）

11:20～11:40

13:10～13:30

14:50～15:10

16:25～16:45

11:20～11:40
13:10～13:30
14:50～15:05
15:15～15:35
16:25～16:45

大津商業高等学校吹奏楽部

大津高等学校吹奏楽部

瀬田北中学校吹奏楽部

大津商業高等学校吹奏楽部

河瀬中学・高等学校吹奏楽部
比叡山高等学校吹奏楽委員会
甲西高等学校吹奏楽部
近江高等学校吹奏楽部
FJB FUJIMI Jr. Band

大津港旅客ターミナルで
ウェルカム演奏があります！

01-M-1 3歳～11:15～12:15

01-M-2 3歳～14:30～15:25

01-M-3 3歳～17:15～18:00

01-S-1 3歳～11:15～12:05

01-S-2 3歳～14:30～15:30

01-S-3 3歳～17:15～18:00

01-P-1 0歳～10:00～10:45

01-P-2 0歳～12:45～13:30

中ホール ［ロワール］ 小ホール ［テムズ］
び わ 湖 ホ ー ル ピ ア ザ 淡 海

お う み

ピアザホール ［ナイル］



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/

無料シャトルバス
JR大津駅～琵琶湖ホテル(4/30、5/1
のみ経由)～びわ湖ホール間の無料
シャトルバスを運行します。
 4/29(金・祝) 9:00～19:00
 4/30(土) … 9:00～20:30
 5/1(日) …… 9:00～20:30

■ 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22日（金）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、（公財）河本文教福祉振興会、
パナソニック（株）アプライアンス社、一圓テクノス（株）、京滋舞台芸術事業協同組合、
甲賀高分子（株）、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、（株）日立建機ティエラ、びわ湖大津プリンスホテル、
琵琶湖汽船（株）、びわ湖放送（株）、（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、京阪電気鉄道（株）　（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）大津営業部、
びわ湖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、佐川美術館、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、JICA滋賀デスク、京都大学奇術研究会、
龍谷大学吹奏楽部／龍谷エクステンションセンター（REC)、
同志社大学マジック＆ジャグリングサークル Hocus-Pocus、R.D.C.（立命館ダンスサークル）、
滋賀県立膳所高等学校吹奏楽班、MIHO美学院中等教育学校太鼓部、おはなし会たーたか、
大津おはなしのとびら、大津おやこ劇場、外国絵本の読み聞かせの会、草津おはなし研究会、
大津市立図書館、滋賀県教育委員会事務局生涯学習課、メイアンドさつき
［ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭2016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、びわ湖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、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28年4月22日現在・順不同）

琵琶湖 びわ湖ホール
大津港
のりば 琵琶湖文化館

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

びわ湖大津
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

【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

びわ湖ホール
声楽アンサンブル
のうたごえ

日程：4月10日（日）13:00～/15:00～
　　　　　　　　　　　　　　　　（2回公演・各回30分）
会場：平和堂今津店
 セントラルコート

①

日程：4月17日（日）13:00～/15:00～
　　　　　　　　　　　　　　　　（2回公演・各回30分）
会場：ビバシティ彦根
 1階センタープラザ

②
出演 ： びわ湖ホール声楽アンサンブル･メンバー
主催 ： （公財）びわ湖ホール

びわ湖の風を感じながら・・・
“浜大津駅コンサート”

日程：4月29日（金・祝）13:00～
会場：京阪電車浜大津駅スカイクロス
主催：大津市スカイプラザ浜大津

大津市スカイプラザ浜大津
TEL.077-525-0022

お問い合わせ

守山市民ホール Tel.077-583-2532

日程：5月22日（日）
会場：守山市民ホールほか
主催：守山市・守山市教育委員会
お問い合わせ

ルシオール　春 で検索！詳細は公式HP

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
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」

4月29日（金・祝）～

5月1日（日）

Pコード

287-672

287-673

287-674

287-675

287-676

Lコード

58782

58786

58807

53633

53678

大ホール

中ホール

小ホール

ピアザホール

湖上公演

ロビーコンサート
～ミューズたちの楽器で奏でる情景～

日程：4月15日（金）13:00～
会場：びわ湖ホールメインロビー
主催：（公財）びわ湖ホール
出演：市川智子（フルート／京都市交響楽団）
 松村衣里（ハープ／京都市交響楽団）

4月30日（土）・5月1日（日）

西武大津店や大津パルコなどで
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）

4月29日（金・祝）～5月1日（日）

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！

「なぎさカフェ」
4月29日（金・祝）～5月1日（日）

お問い合わせ：大津市都市再生課
TEL 077-528-2501

湖岸に期間限定のオープンカフェ
が登場。挽きたてコーヒー、スイーツや
パンなどを販売します。

※料金は税込。一部公演を除き指定席。※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」、「湖上公演」1階・2階エリア当日券を除く）※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、4月28日（木）19時までとさせて
いただきます。※残席がある場合は、4月29日（金・祝）9時15分より「ラ・フォル・ジュルネ　
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。こちらでは席を指定していただけません。また、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。◎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。◎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。◎チケットのお引渡しは下記のとおり、それぞれの
会場になります。ご注意ください。

※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：29-L-1）をお伝えくださ
い（プレイガイドでの予約を除く）。

び わ 湖 ホ ー ル 公 演

0歳児からのコンサート

湖 上 公 演

9：15～各公演開演時刻の15分前

9：00～各公演開演時刻の15分前

10：00～各便出発時間の10分前

びわ湖ホール2階入口右側
予約済みチケット引換所
ピアザ淡海2階ピアザホール
インフォメーション

大津港LFJチケット販売ブース

けいおんJR大津駅前社会実験
野外Live Vol.9　

日程：4月30日（土）13:00～17:00
会場：なぎさ公園おまつり広場
出演：滋賀県高等学校軽音楽部会

けいおんJR大津駅前社会実験野外Live実行委員会事務局
滋賀県文化振興課 Tel.077-528-3340

お問い合わせ

びわ湖・北の音楽祭2016
日程：4月24日（日）14:00～
会場：滋賀県立文化産業交流会館小劇場
主催：滋賀県、（公財）滋賀県文化振興事業団

滋賀県立文化産業交流会館
TEL.0749-52-5111

お問い合わせ出演 ： 片岡リサ（箏）
 竹内直紀、二塚直紀、迎肇聡


