地域で活動する団体や個人とホールが協働して芸術事業を行う
「県民協働企画」。
初夏から夏にかけてコンサートを開催されるお二人に、その趣旨や魅力について語っていただきました。

滋賀県立文化産業交流会館

「びわ湖ホール四大テノール」のリーダーや「フォレスタ」のメンバーと
しても活躍する竹内直紀さん。その活動にかける思いや、
「近江の春」
米原公演で上演するオペラ
『泣いた赤鬼』の見どころをうかがいました。

※
「えいじゃに」
は、Art journeyからネーミングしました。気軽にArtの旅を楽しんでください。

―昨年３月より「フォレスタ」のメンバーとしても活動されていますね。

―本コンサートの第一部でオペラ『泣いた赤鬼』が上演されます。
オペラ『泣いた赤鬼』は、びわ湖ホールが得意とする演目で、フォレスタでも昨年初めて挑戦しま
した。僕自身もメンバーとなる前に神戸市混声合唱団で数十回も出演しました。音楽の架け橋人と
してはぜひ、びわ湖チーム、フォレスタチームの合同でやりたい！と思いました。笑いあり、涙あり、
終わったあとには、本当の友達とは一体なんだろう？と心に深く突き刺さります。現代社会の、今や
希薄となった人と人との触れ合い、真の友情、そんな人間関係の大切さを教えてくれる素晴らしい
作品です。子どもから大人まで楽しめるオペラですので、ぜひご家族で見てほしいと思います。
―米原公演は３回目になりますが、今年の抱負をお聞かせください。
米原は日本の真ん中、いろんな道が交わる所。今年も「音楽の環」の中心として、びわ湖ホール声
楽アンサンブルと男声フォレスタが共演します。今回はお互いの垣根を超えた、スペシャル・コラボ
レーションメンバーとして、第１部オペラ『泣いた赤鬼』を、第２部はオペラ・ガラコンサートをお届
けします。フォレスタのメンバーも、基本を学んできたオペラ・クラシックスタイルで各個人の妙技を
披露します！

地域創造部イベント情報
「さくらさくコンサート」

春の音楽祭を地域に広げ、親しんでいただけるよう、 甲賀公演
音楽祭出演者等によるミニコンサートを高島市内、
甲賀市内の施設と連携して開催します。
日時・会場

①４月11日（土）高島市民会館ロビー

（高島市今津町中沼1-3-1）

両日とも14：00開演

問い合わせ

②は要整理券

びわ湖ホール声楽アンサンブル
＆男声フォレスタ
オペラ・クラシック
コラボレーションコンサート
日 時

４月29日（水・祝）
14：00開演

会

イベントホール

場

入場料

米原公演

チケット発売中
一般2,000円
25歳未満1,500円［全席指定］
※未就学児入場不可

（東近江市市子川原町461-1）

〈プログラム〉
川の流れのように 、春よ来い 、
いい日旅立ち、真っ赤な太陽、秋桜 ほか

077-523-7146（びわ湖芸術文化財団 地域創造部）

両日とも14：00開演

問い合わせ
𦚰阪法子（ソプラノ） 吉延佑里子（フルート） 椴山さやか
（ピアノ）

①4月12日
（日）あかね文化ホール

②4月19日
（日）木之本スティックホール（長浜市木之本町木之本1757）

（配布場所：びわ湖ホールチケットセンター、
東海道伝馬館、甲賀市あいこうか市民ホール）

入場料
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京都市立芸術大学大学院音楽研究科声楽専攻修
了。数々のコンクールに入賞。これまでに関西を中
心に約２００公演のオペラに出演。びわ湖ホール声
楽アンサンブル・ソロ登録メンバー、上方オペラ工
房、関西二期会各メンバー。豊かな響きとリリック
な歌声で、アニメソングからオペラまで幅広いレパー
トリーで常に聴く者を楽しませている。

〈プログラム〉
小林秀雄：すてきな春に
東近江公演の様子（2019年）
木下牧子：おんがく、鴎
G.ビゼー：歌劇「カルメン」
より“ハバネラ”（独唱：森 季子）
ミュージカル
「キャッツ」
より“メモリー” ほか

（甲賀市土山町北土山1570）

無料

竹内直紀（たけうち なおき）

近江の春 びわ湖クラシック音楽祭に先がけて贈る、 木之本公演
春のうたごえコンサート。びわ湖ホール声楽アンサンブル
の美しい歌声をお楽しみください。

②４月18日（土）東海道伝馬館

入場料

2011年12月高島公演より

「びわ湖ホール声楽アンサンブル」 東近江公演

日時・会場

出演者

～若手作曲家 河副功・伊藤慶佑とともに～

～音楽とトークとスイーツと〜

プロデュース

麻植美弥子さん

和洋楽器のトリオと作曲家が織りなす
多様性に富んだ音楽の世界を伝えたい

出演： 瑞 麻植理恵子（箏・十七絃）
田呈媛（フルート）
藪野巨倫（ヴァイオリン、ヴィオラ）

県内各地でコンサートを開催します
高島公演

Salon de Musíque vol.2

いずれも 一般1,000 円 18歳以下500円 チケット発売中
①全席指定 ②自由席 ※3歳未満入場不可
①0748‐55‐0207 ②0749‐82‐2411
びわ湖ホール声楽アンサンブル

〈曲目〉
万葉集をテーマにした世界初演２作品
伊藤慶佑作曲 「霍公鳥未喧」
河副 功作曲 万葉集組曲
「曙の嶺」
ⅰ短詠、
ⅱ近江の万葉
日 時

※いずれも

場

小劇場

祭芸術祭賞、平和堂財団
芸術奨励賞など受賞歴多
数。イタリア、フランス、中
国などの海外公演で好評
を博す。福 井 大 学 教 育 学
部非常勤講師。

他

入場料

今回はオリンピック・イヤーにちなみ、各国の人々
が集い、交流するパリを舞台にした企画です。第一
部はパリに憧れた音楽家たちの曲をテーマにした、
アルトサクソフォンとマリンバで新鮮な響きのあ
る演奏です。第二部は多国籍の音楽を歌とサクソ
©photoスタジオ・エコール
フォン、
ピアノで披露し、各国の音楽家たちのルー 白谷仁子（しらたに まさこ）
ツや音楽についてご紹介します。
ロビーでは、
フラ
相愛大学音楽学部声楽科
ンスのお菓子や飲み物をご用意しますので、パリ 卒業。リサイタル『歌と朗読
で綴る日本の歌』
を毎年開
のサロンのような雰囲気もお楽しみください。
催。野口雨情生誕130年を
記念し、2013年にCDを制
作。
コンサート企画、
コーラ
ス指導にも力を注ぐ。音楽
企画湖音ko-on代表。虎姫
高等学校非常勤講師。

出演： 白谷仁子（ソプラノ）
原田泰彦（カウンターテナー）
竹中直美（ピアノ）
岡﨑雄子（サクソフォン）
奥田有紀（マリンバ）
〈曲目〉カルメン幻想曲
（ビゼー作曲、
朝吹英一編曲、
マリンバ演奏）
、愛の小径
（プーランク作曲、ソプラ
ノ）
他
※下記チケットにはスイーツ代（マカロンorクッキー）が含まれます。

6月14日
（日） 14：00開演
会

白谷仁子さん

企画制作、ソプラノ歌手

小劇場がパリのサロンに―
フランスゆかりの音楽とお菓子を楽しんで

「瑞」
は日中両国の若手演奏家らで構成され、名前
は新たな時代にふさわしい
「幸福の兆し」
との意味
があります。第一部は中国の民謡を中心に、和洋の
楽器で幽玄で新鮮な響きを表現。第二部は若手作
曲家らが滋賀に因み、令和の出典になった
「万葉
集」
をテーマにしたオリジナル曲を披露します。
メン
麻植美弥子（おえ みやこ）
バーが染織家・飯森よしえさんの万葉衣裳をまとっ
て演奏するのも見どころ。
日本古来の楽器の音色 3歳より箏を始める。長谷
検 校 記 念 全 国 邦 楽 コン
や、
滋賀の歴史などもお楽しみください。
クール優 秀 賞 、京 都 芸 術

いろんな音楽の架け橋となる
竹 内直 紀さん
存在として活動したい
はい。ここではクラシックだけではなく、歌謡曲や演歌まで歌いこなし、しっかりとその曲にあっ
た音色を駆使して歌う、何とも不思議なフォレスタサウンドというものに出会いました。新たな音楽
の可能性を見出す過程がとても楽しく、とても難しく、またやりがいを感じています。
びわ湖ホール四大テノールは定期的に活動しているわけではなく、普段はメンバーそれぞれの所
属で活動しています。4人集まる時は、故郷にみんな帰ってきたんだから、何か楽しいことをしよう
よ！という感覚でコンサートをしています。四大テノールは「クラシック」と「お笑い」の融合でしょう
か（笑）。僕自身はいろんな音楽の架け橋となる存在でありたいなと思っています。

万葉の響 瑞 -Zui-コンサート

日 時

瑞

7月5日
（日） 14：00開演

昨年のSalon de Musique
vol.1より

一般2,000円 25歳未満1,000円［自由席］ チケット発売：4月11日
（土）

古典芸能キッズワークショップ＆
箏曲ジュニアアンサンブル発表会報告

〈「長栄座」新春公演〉お客様の感想
1月18日（土）
「音楽巡礼」

「古典芸能キッズワークショップ」
お客様のアンケートより

近江八景の浮世絵を見ながら近江
八景の曲を聴いて、あらためて滋
賀のすばらしい景色を確認できた。
とても良かった。和楽器演奏による
乾杯も良かった。すごいコラボだった。
（40代女性）

日頃の練習を頑張っているのがよく解
り、たいへん良かった。古典芸能を引
き継いで残してもらいたいですね。
（70
代男性）
司会進行の方 ( 林家染太さん) が場を 藤娘
和まされて、とても雰囲気が良かった。（60代女性）

1月19日（日）
「祝ふ令和 動物の芸能百花」

「箏曲ジュニアアンサンブル」参加者アンケートより

珍しい趣向の演奏や、芸達者な方
達の演技を楽しめました。このよう
な催しが続くことを願います。
（70代女性）

『久遠』( 北里綾作曲 ) の楽譜を見たとき、できるかどうか分からなかった
けど、家でがんばって練習しました。最後の練習のときに「まめ」ができ
て、こんなになるまで練習したことが無かったので、自分でもびっくりしま
した。発表会ではきれいに弾けたと思います。また
「ジュニアアンサンブル」
に参加したいです。（12歳女性）
問い合わせ 0749-52-5111

文化産業交流会館 他のイベント情報
びわ湖アンサンブルフォレスト

1年を通して気軽にクラシック音楽を楽しめる新企画。滋賀
にゆかりのある音楽家（公募）
によるロビーコンサート。

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた！！

「おかあさんといっしょ」で人気の「ガラピコぷ～」の仲間たち
が繰り広げる歌や踊りのコンサート。

リラックスパフォーマンス
「ようこそ、バレエの世界へ」

文産会館で初めてのバレエ公演で、スターダンサーズ・バレエ
団が出演します。バレエのことが何でも解る入門編です。

日 時

①5月23日
（土） ②8月8日
（土）
両日とも14：00開演

会

文化産業交流会館 緑のロビー

場

日 時
会

場

入場料

日 時
入場料

入場料

無料

昨年12月のロビーコンサートより

7月18日
（土）
13：00／15：30の2回開演
イベントホール
2,500円［全席指定］
※1歳以上有料、0歳児は座席が必要なら有料。 チケット発売日：4月26日
（日）
会 場
8月8日
（土）
イベントホール
14：00開演
一般2,000円 25歳未満1,000円
障害者手帳持参者1,000円
［全席指定］ チケット発売日：４月26日
（日）

スターダンサーズ・バレエ団
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