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音楽│演劇│舞台│映画│美術
イベントカレンダー

れいかるとは「レイク」と「カルチャー」を合わせた造語です。
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※新型コロナウイルス拡散防
止のため、各事業の変更や
中止、休館等を行う場合が
あります。各施設に確認の
上ご来場ください。

読者プレゼント
抽選でペアチケットが当たります

美術館・博物館

※掲載情報は予定です。日時・出演者・内容等は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※これまでの受賞者は滋賀県文化芸術振興課のホームページをご覧ください。
 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bunakasports/bunkageizyutsu/12263.html
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多年（おおむね
20年）にわた
り優秀な作品
を発表するな
ど、文化活動に
おいて特に優
れた業績をあ
げた個人また
は団体

多年（おおむね10
年）にわたり優秀な
作品を発表するな
ど、文化活動におい
て優れた業績をあ
げ、その活動におい
て将来を期待され
る個人または団体

多年（おおむね20年）にわたり文化活動の育成、普及等を通じて
県民文化の振興に特に顕著な功績のあった個人または団体

国内外の水準
の高いコンク
ールや展覧会
等で最優秀賞
等の成績を収
める、またはそ
の活動におい
て将来を一層
期待される個
人または団体

沼尻 竜典 さん
－芸術文化（音楽）－

田中 哲也 さん
－芸術文化（陶芸）－

今村 翔吾 さん
－芸術文化（文芸文学）－

唐仁原 希 さん
－芸術文化（美術）－

三役修業塾
－郷土文化（郷土芸能）－

酒井 清裕 さん
－郷土文化（文化財）－

水口まつり保存振興会
－郷土文化（郷土芸能）－

船越 亜弥 さん
－芸術文化（音楽）－

落合 真子 さん
－芸術文化（音楽）－

滋賀県では、県民の文化の向上発展に対して顕著な功績のある方々や将来が期待される方々を表彰しています。（五十音順）

ⒸFEM撮影／佐賀章広

ⒸRYOICHI ARATANI

とうじんばら のぞみ

令和4年度（第47回）滋賀県文化賞等の受賞者が決定しました！

令和4年度滋賀県アートコラボレーション事業
おうみ狂言図鑑2023
2023年新作「琵琶姫」作：小佐田定雄 演出：茂山童司

滋賀・近江を題材にした「おうみ狂言図鑑」シリーズ。人気の落
語・狂言作家 小佐田定雄が新作狂言を執筆。「富士山と淡路島が
琵琶湖を巡って恋のバトル！選ばれるのは果たしてどちら？」わ
かりやすい解説付き。日本古典のコメディをお楽しみください！
日　時  1月21日㊏ 14：00開演 自 由 席
会　場  草津市立草津クレアホール
［演目］古典：文荷（ふみにない）
　　　　　　墨塗（すみぬり）
　　　 新作：琵琶姫

日　時  1月29日㊐ 14：00開演 全席指定

会　場  日野町町民会館 わたむきホール虹
［演目］古典：清水（しみず）/長光 新作：琵琶姫

日　時  2月19日㊐ 14：00開演 全席指定

会　場  愛荘町立 ハーティーセンター秦荘
［演目］古典：瓜盗人/惣八 新作：琵琶姫

入場料 前一般2,500円
 　25歳未満1,000円

当500円増
 ※未就学児入場不可

日　時  3月26日㊐ 14：00開演 全席指定

会　場 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール
［演目］古典：磁石／梟（ふくろう）新作：琵琶姫 出演：茂山七五三

　　　茂山あきら
　　　茂山千五郎
　　　茂山 茂
　　　茂山千之丞 ほか

（出演は会場ごとに異なります）

茂山童司

（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部　問077-523-7146

草津公演終演後、作者と演出家の
アフタートークを開催！

対象：いずれかの公演チケット購入者
料金：無料

Ⓒ桂秀也墨　塗

チケット
好評発売中

ギャラリー



音楽・演劇・舞台・映画音楽・演劇・舞台・映画
時開演時間 前前売料金 当当日料金 会会場 問問い合わせ先
音音楽 演演劇 舞舞台 映映画  ペアチケットプレゼントあり

第2回 対話編 
文化と共生社会に関する対話のワークショップ
～文化芸術と共生社会のつながりを考える～
日　時 2月3日㊎ 

18：00～20：30
会　場 長浜カイコー　
講　師 大澤寅雄　
定　員 30名（先着順）

滋賀県障害者等の文化芸術活動を支える拠点づくり事業
長浜から文化芸術と共生社会を考えるワークショップシリーズ
文化芸術と地域社会をめぐる まなざしとモノサシの見つけ方
第1回 演劇体験編  
老いと演劇のワークショップ 
～演劇の『まなざし』が福祉を変える～
日　時 1月7日㊏ 

13：00～16：00
会　場 長浜まちづくりセンター　
講　師 菅原直樹　
定　員 15名（先着順）

（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部　問077-523-7146

※いずれも参加無料 要申込 申込方法など詳しくは、ホームページをご覧ください。
大澤寅雄菅原直樹

撮影：草加和輝

1　月

1.7
㊏

舞桂米朝一門会
時14：00 前3,000円（全席指定）当同一料金※就学前のお子様の入場はご遠
慮ください発会近江八幡市文化会館 大ホール 問0748-33-8111▶開
館以来続いている桂米朝一門による落語会

1.7
㊏

舞能 新春公演 『春日龍神』 龍女之舞 味方玄
時14：00 前S席6,000円、A席5,500円（全席指定）当各500円増発会大
津市伝統芸能会館 能楽ホール 問077-527-5236▶大和を舞台にしたシリー
ズの最終回は新春にふさわしい迫力の春日龍神。見どころの解説付。

1.7
㊏

音和楽器演奏集団 独楽
結成20周年記念公演～みちなかば～

時15：00 前3,000円（自由席）当500円増※未就学児入場不可発会守
山市民ホール 小ホール 問077-583-2532▶2001年、和楽器をこよなく愛
する者たちが心をひとつに関西を拠点として結成された、独楽のステージ
を是非守山で！

1.9
㊊㊗

音第10回こなんアンサンブルフェスティバル
時14：00 前中学生以上500円※小学生以下無料（要整理券）（自由席）発会甲西文化ホール 問0748-72-2133▶ゲスト：アンサンブル・レザミ・ドゥ・
ヴァンサン。フランス、ドイツで研鑽を積んだメンバーが織り成す多彩なハー
モニーが人気を博している。

1.14
㊏

舞彦根亭みずほ寄席 新春落語まつり
時14：00 前一般1,500円、高校生以下1,000円（全席指定）当一般300円増、
高校生以下200円増発会みずほ文化センター 問0749-43-8111▶新
春の彦根、恒例の落語会。「ほっかほかラジオ」でおなじみの笑福亭晃瓶さん
の出演で今年もお送りします。共演は、笑福亭恭瓶、笑福亭風喬、笑福亭呂翔。

1.14
㊏

音びわ湖ホールプロデュースオペラ 
ワーグナー作曲 『ニュルンベルクのマイスタージ
ンガー』 プレトーク・マチネ

時11：00 前無料（事前申し込み不要・当日直接会場までお越しください）（自
由席）※6歳未満入場不可 会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール 問077-
523-7150（びわ湖ホール事業部）▶出演：沼尻竜典、岡田暁生

1.15
㊐

音スタインウェイ”ピノ”シリーズ vol.8 
日本語とうた ～言葉としての日本語、そして日本
のうた～ 中田喜直と山田耕筰

時14：00 前一般3,000円、青少年（25歳未満）1,000円（全席指定）当同一料金
※6歳未満入場不可、託児サービスあり（有料）発会滋賀県立芸術劇場び
わ湖ホール 小ホール 問077-523-7136（チケットセンター）▶ピアノ・お話：
河原忠之出演：栗原未和（ソプラノ）、益田早織（メゾソプラノ）、清水徹太郎（テ
ノール）

1.19
㊍

音earlyafternoon 035
時14：00 前無料（自由席）会守山市民ホール 小ホール 問077-583-2532▶［曲
目］A.ピアソラ：リベルタンゴ、中島みゆき：糸 ほか出演：田中靖二（ギター）、
ピアチェーレ（ミュージックベル＆トーンチャイム）

1.21
㊏

音しまじろうコンサート
「しまじろうとうみのだいぼうけん」
時①11：00、②14：00 前一律3,480円（予定）（全席指定）当同一料金 未定会東
近江市立八日市文化芸術会館 ホール 問0748-23-6862▶ガオガオさんの発
明品の力で、海の中にやってきたしまじろうたち。しかし、「海の宝石」がこ
われてしまったことで、海のなかまたちは元気がありません…。みんなの明
るい笑顔を取り戻すため、しまじろうたちはだいぼうけんに出発！

1.21
㊏

音しがぎんホール・コンサートシリーズ2022-23 vol.2
平和堂財団芸術奨励賞受賞者シリーズ
モーツァルト 器楽の世界 ～ヴァイオリン・ソナタ～

時14：00 前一般3,500円、大学生以下2,000円（自由席）当同一料金発会しがぎんホール 問077-526-0011▶音楽評論家・中村孝義のレクチャー
と落合真子ヴァイオリン・リサイタル（ピアノ：萩原吉樹）をお楽しみに。

1.21
㊏

1.29
㊐

2.19
㊐

3.26
㊐

舞おうみ狂言図鑑2023
1.21㊏ 会  草津市立草津クレアホール（全席自由）

問077-561-6100 
1.29㊐ 会日野町立町民会館わたむきホール虹（全席指定）

問0748-53-3233
2.19㊐ 会愛荘町立ハーティーセンター秦荘（全席指定）

問0749-37-4110
3.26㊐ 会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール（全席指定）

問077-523-7133
時14：00 前一般2,500円、25歳未満1,000円 当各500円増※未就学児入場
不可発▶滋賀県ゆかりの茂山千五郎家の協力を得て、近江をテーマに
した新作狂言を創作・上演。12作目「琵琶姫」の恋の行方はいかに？

1.21
㊏

舞『桂吉弥独演会』
時14：00 前S席3,500円、A席3,000円（全席指定） 当各500円増発会大
津市伝統芸能会館 能楽ホール 問077-527-5236▶今年も初笑いは能楽
ホールで上方落語会実力派。吉弥、紅雀、弥っこ。

1.21
㊏

音秋川雅史 千の風になってコンサート
～聴いてよく分かるクラシック3～

時17：00 前一般4,500円（全席指定）当同一料金※未就学児入場不可発会シライシアター野洲 大ホール 問077-587-1950▶意外と知らなかった音
楽の話！聴いて学んで得するコンサート待望の第3弾‼ぜひお越しください。

1.22
㊐

音島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2022～2023
時12：00、16：00 前7,000円（全席指定）当同一料金※未就学児入場不可

発会守山市民ホール 大ホール 問077-583-2532▶演歌のみならずJ
ポップ、洋曲カバーと抜群の歌唱センスで大人気の島津亜矢のステージを
是非お楽しみください！

1.22
㊐

音気軽にクラシック33 船越亜弥 今届けたい歌
時14：00 前一般1,000円（全席指定）当同一料金※6歳未満入場不可、託児
サービスあり（有料）発会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 
問077-523-7136（チケットセンター）▶第90回日本音楽コンクール声楽
部門にて第1位のびわ湖ホール声楽アンサンブル出身の船越亜弥が登場。船
越亜弥（ソプラノ）、大久保 亮（テノール）、大塚千草（ピアノ）［曲目］ヴォルフ：
祈り、隠棲 ほか

1.22
㊐

音中山道守山宿 旅への誘いコンサート vol.15
≪エフゲニー・オネーギン≫第15景 
幕末の志士～古高俊太郎

時14：00 前500円（自由席）当同一料金※未就学児入場不可発会守山
市民ホール 小ホール 問077-583-2532▶出演：溝越美詩（ソプラノ）、五島
真澄（バリトン）、植松さやか（ピアノ）［曲目］ヴェルディ 歌劇「イル・トロヴァ
トーレ」より”穏やかな夜”ほか

1.22
㊐

2.25
㊏

3.19
㊐

舞ファミリーレストラン単独ライブin滋賀
時15：00 前大人1,500円（自由席）当300円増※未就学児入場不可、1.22㊐
12/25発売、2.25㊏ 1/22発売、3.19㊐ 2/25発売   会シライシアター野洲 小
ホール 問077-587-1950▶滋賀県住みます芸人「ファミリーレストラン」
が単独でお贈りするネタとコーナーの90分！月イチ、お笑いライブをお楽
しみください。

1.26
㊍

～

1.29
㊐

音オペラへの招待  
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）

時14：00 前一般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）当同一料金※6歳未満入場不可、託児サービスあり（有
料）発会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール 問077-523-7136
（チケットセンター）▶美しい音楽と台詞で紡がれる心温まる物語 指揮：沼
尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）、出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル

1.28
㊏

映やすらぎシネマ21
ぼけますから、よろしくお願いします。～おかえりお母さん～

時①10：30、②14：00 前1,000円（全席指定）当200円増※未就学児入場不可

発会シライシアター野洲 大ホール 問077-587-1950▶2018年に動員20
万人を超える大ヒット！日本中を深い感動に包んだあの物語には続きがあった！



音楽・演劇・舞台・映画

1.29
㊐
音さざなみホールピアノ演奏会
時12：30 前無料（自由席）会さざなみホール 問077-589-3111▶スタイン
ウェイの音色をお楽しみください。

1.29
㊐

2.26
㊐

3.19
㊐

映映画上映会
時いずれも13：30～ 前無料※定員あり、要事前予約（先着順）会滋賀県平和
祈念館 研修室 問0749-46-0300▶滋賀県平和祈念館では、毎月1回、戦争
や平和などをテーマにした映画の上映会を開催しています。上映作品は、1
月「ミツバチのささやき」、2月「太陽の蓋」、3月「みかんの丘」です。毎月1日
午前9時より電話受付開始（1月は1月5日受付開始）

1.29
㊐

音さきらアトリウムコンサート vol.113
日本の四季～尋常小学唱歌の世界

時14：00 前無料（自由席）会栗東芸術文化会館さきら 中ホール 問077-551-
1455▶誰もが知る唱歌の名曲を新たなアレンジでお届けします。出演：二星
美紀（ソプラノ）、諏訪部匡司（テノール）、上田仁美（ピアノ）

1.29
㊐

音フィールドアート2023
時14：00 前1階席：一般2,000円、青少年（25歳未満）1,500円、2階席：一般
1,000円、青少年（25歳未満）800円（全席指定）当同一料金発会滋賀県
立文化産業交流会館 問0749-52-5111▶滋賀県内をはじめ近隣府県の高
校の吹奏楽部や一般のマーチングバンドなどによる、躍動感あふれるパフォー
マンスをお楽しみいただきます。

1.29
㊐

音南こうせつコンサートツアー2023 ～夜明けの風～
時16：30 前7,000円（全席指定）当500円増※未就学児入場不可発会シ
ライシアター野洲 大ホール 問077-587-1950▶日本のフォークシンガー・
元かぐや姫のリーダーの南こうせつコンサート野洲公演

2　月

2.4
㊏

音チャールズ・キム テノール・リサイタル
時14：00 前一般3,000円、青少年（25歳未満）1,500円（全席指定）当同一料
金※6歳未満入場不可、託児サービスあり（有料）発会滋賀県立芸術劇場
びわ湖ホール 小ホール 問077-523-7136（チケットセンター）▶チャールズ・
キム（テノール）、河原忠之（ピアノ）［曲目］シューベルト：美しき水車小屋の
娘（抜粋）シューマン：詩人の恋 ほか

2.4
㊏
2.5
㊐

舞KAAT「星の王子さま －サン＝テグジュペリからの手紙－」
時2.4㊏15：00、2.5㊐14：00 前S席5,500円、A席4,500円、青少年（25歳未
満）2,000円（全席指定）当同一料金※4歳未満入場不可、託児サービスあり
（有料）発会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール 問077-523-
7136（チケットセンター）▶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。

2.5
㊐

音名曲コンサート 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

時15：00 前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円ほか（全席指定）当同
一料金※6歳未満入場不可、託児サービスあり（有料）発会滋賀県立芸術劇
場びわ湖ホール大ホール 問077-523-7136（チケットセンター）▶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が登場。［曲目］ベートーヴェン：
「運命」、ドヴォルジャーク：「新世界より」

2.8
㊌

音純烈 コンサート 2023
時13：30、16：30 前6,000円（全席指定）当同一料金※未就学児入場不可発会守山市民ホール 大ホール 問077-583-2532▶新メンバーを迎えた純烈
が今年も守山のステージに登場！

2.9
㊍

音水森かおりコンサート2023
時①12：30、②16：30 前S席6,600円、A席5,500円（全席指定）当同一料金
※未就学児入場不可発会シライシアター野洲 大ホール 問077-587-
1950▶紅白歌合戦18年連続出場中の演歌歌手、「水森かおりコンサート」
待望の野洲公演決定‼

2.11
㊏㊗

舞『第28回大津はつらつ寄席』
時14：00 前2,500円（全席指定）当500円増発会大津市伝統芸能会館
能楽ホール 問077-527-5236▶湖都に元気はつらつ楽語‼桂三風、桂三扇、
笑福亭喬介、桂小鯛、笑福亭呂翔。

2.11
㊏㊗

音気軽にクラシック34 
京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル 京都しんふぉにえった

時14：00 前一般1,500円（全席指定）当同一料金※6歳未満入場不可、託児
サービスあり（有料）発会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホー
ル 問077-523-7136（チケットセンター）▶「音楽を編曲・創作し楽しむこと」
をモットーに結成されたユニットが登場。［ゲスト］山本康寛（テノール）［曲目］
ピアソラ：リベルタンゴ、映画「80日間世界一周」テーマ ほか

2.11
㊏㊗
2.12
㊐

舞バレエ＆ダンスin守山2023
時各日14：30 前各日2,000円（全席指定）当同一料金※3歳以上有料。3歳未
満は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料。発会守山市民ホール 大
ホール 問077-583-2532▶全国のバレエ・ダンス団体より募集した選りす
ぐりのダンスステージをお楽しみください。

2.12
㊐

音邦楽専門実演家養成事業 成果発表会
時14：00 前無料（自由席）1/8配布 会米原学びあいステーション 問0749-
52-5111（滋賀県立文化産業交流会館）▶文化産業交流会館にて一流の講師
による指導のもと、箏・三弦・十七絃の実演を学んだ受講生が、研鑽を積んだ
成果を発表する演奏会。

2.12
㊐

音しがぎんホール・コンサートシリーズ2022-23 vol.3
深尾多恵子バレンタイン・ジャズライブ

時14：00 前一般3,500円、大学生以下2,000円（自由席）当同一料金発会しがぎんホール 問077-526-0011▶ニューヨークでジャズ界の歌姫と
して活躍した近江八幡市出身の深尾多恵子が待望のしがぎんホール初登場！

2.18
㊏

映映画「そして父になる」
時13：30～15：30 前無料（自由席）※申し込み不要、託児あり（定員あり、1週
間前までに申し込み必要）会男女共同参画センター 大ホール 問0748-37-
3751▶G-NETシネマ上映 自分らしく輝く生き方のヒントになる映画を、
隔月で上映しています。

2.18
㊏

音176 アン・セット・シス（ピアノ・デュオ）
時14：00 前一般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）当同一料金※6歳未満入場不可、託児サービスあり（有料）

発会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール 問077-523-7136（チ
ケットセンター）▶［出演］山中惇史、高橋優介（ピアノ）［曲目］レスピーギ：
ローマの松、映画「ハリー・ポッター」シリーズより ほか

2.18
㊏
音さきらアトリウムコンサートvol.114 打楽器×狂言
時14：00 前無料（自由席）会栗東芸術文化会館さきら 中ホール 問077-551-
1455▶打楽器・宮本妥子、狂言・網谷正美（大蔵流狂言師）ほか

2.19
㊐

音大人の楽しみ方33 
カンタオールの世界～フラメンコ音楽とスペイン語歌曲～

時14：00 前一般3,000円、青少年（25歳未満）1,500円（全席指定）当同一料
金※6歳未満入場不可、託児サービスあり（有料）発会滋賀県立芸術劇場
びわ湖ホール 小ホール 問077-523-7136（チケットセンター）▶日本を代
表するカンタオール（フラメンコ歌手）石塚隆充の弾き語りとピアノ、ベース、
パーカッションを加えたカルテットでスペイン語の歌をお届けします。

2.19
㊐
音鹿野竜靖 筝コンサート
時14：00 前一般1,500円、高校生以下500円（自由席）当未定未定会木之本
スティックホール 問0749-82-2411▶筝：鹿野竜靖、Fl：荒川洋

2.19
㊐

音第41回滋賀県ピアノコンクール 本選
時未定 前無料（自由席）※6歳未満入場不可会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル 大ホール 問077-523-7150（びわ湖ホール事業部）▶日頃からピアノ演
奏に励む滋賀県在住、在学の児童生徒から一般（30歳未満）まで部門別にコ
ンクールを実施します。

2.22
㊌

音 『STILL GOING ON』『悄気る街、舌打ちのように歌があ
る。』リリース記念 
竹原ピストル 全国ツアー2周目

時18：30 前4,500円（全席指定）当同一料金※小学生以上はチケット必要発会守山市民ホール 小ホール 問077-583-2532▶音楽活動のみならず、俳
優としても活躍する竹原ピストルの全国ツアー、守山公演が決定！

2.23
㊍㊗

音近江古典音楽ラボ・第一回定期演奏会
時14：00 前800円※しょうがい者と付添各1名200円（自由席）当同一料金
※未就学児入場可発会木之本スティックホール 問080-7091-7196（エ
ンモ・コンサーツ）▶指揮：安野英之

2.23
㊍㊗

音プロダクションさきらVol.6 成果発表公演
楽器は世界を救う
～管の国と弦の国の楽器たちが出会い不思議なパワーを呼び起こす！

時14：00 前500円（自由席）当同一料金12/11発売 会栗東芸術文化会館さ
きら 小ホール 問077-551-1455▶プロデューサー体験講座「プロダクショ
ンさきら」に参加する子どもたちが企画するコンサート。

2.23
㊍㊗

音森山良子コンサートツアー ～My Story～
アコースティックバージョン

時16：00 前 5,000円（全席指定）当 500円増 12/7発売 会 甲西文化ホール 問
0748-72-2133▶日本のポップス音楽唯一無二のシンガー森山良子。デビュー
55周年記念コンサート。

2.26
㊐

音さきらで一人ピアノリサイタル オリジナルコンサート
時13：00 前無料※要整理券（自由席）、未就学児入場不可会栗東芸術文化会
館さきら 大ホール 問077-551-1455▶さきらで一人ピアノリサイタル登
録者によるコンサート

2.26
㊐

音避難訓練コンサートVol.2
時13：30 前無料※要整理券（全席指定）会東近江市立八日市文化芸術会館
ホール 問0748-23-6862▶「災害は忘れたころにやってくる」。防災の重要
性がますます高まる中、コンサート中に避難訓練を行い、市民の皆様と共に
考える「避難訓練コンサート」を開催いたします。

2.26
㊐

音2022年度 滋賀県新人演奏会受賞者による
～メモリアル・リサイタル 2023～

時15：00 前2,000円（自由席）当同一料金発会フィガロホール 問090-
1964-3475（滋賀音楽振興会事務局）▶滋賀音楽振興会主催【第21回滋賀
県新人演奏会受賞者】最優秀賞：中川桜（ヴァイオリン）、優秀賞：上田未空（ピ
アノ）、小林千晶（フルート）、中田礼歩（フルート）の4名によるコンサート。

3　月

3.2
㊍
3.5
㊐

音びわ湖ホール プロデュースオペラ 
ワーグナー作曲『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
（ドイツ語上演・日本語字幕付/セミステージ形式/全3幕）
時13：00 前S席15,000円、A席12,000円ほか（全席指定）当同一料金※6歳
未満入場不可、託児サービスあり（有料）発会滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール 大ホール 問077-523-7136（チケットセンター）▶ワーグナー作品
の聖地バイロイト祝祭劇場で上演される全10作をいよいよ完遂。指揮：沼尻
竜典、ステージング：粟國 淳、ザックス：青山 貴、エファ：森谷真理

3.4
㊏

舞デリシャスパーティ♡プリキュア ドリームステージ♪
時10：00、14：00 前3,800円（全席指定）当200円増※3歳以上有料。2歳以下
は保護者1名につき1名まで膝上での観劇無料。発会守山市民ホール大ホー
ル 問077-583-2532▶プリキュアがみんなの街にやってくる♪ここでしかみら
れない大興奮のオリジナルのステージが開催決定！歌もダンスももりだくさん！



音楽・演劇・舞台・映画

3.4
㊏

舞彦根亭みずほ寄席 弥生公演
時14：00 前500円（自由席）当100円増 1/14発売  会みずほ文化センター問0749-
43-8111▶「ワンコイン」で大笑い！松竹芸能一押しの漫才師や落語家が4
組出演。「笑」を届けます。

3.4
㊏

音世良公則アコースティックソロライブ2023
迸る（hotobashiru）～生きるチカラが此処にある～

時15：00 前6,500円（全席指定）当同一料金※未就学児入場不可 発会シ
ライシアター野洲 大ホール 問077-587-1950▶日本のロックミュージシャ
ン・ボーカリスト・俳優として活躍！ 世良公則ライブを開催します。

3.5
㊐

音ハーティーわかあゆLIVE！2023
時10：00（予定） 前無料（自由席）会愛荘町立ハーティーセンター秦荘 大ホー
ル 問0749-37-4110▶地元を中心に活躍するアマチュアバンドの熱のこ
もったパフォーマンスをお楽しみに♪

3.5
㊐
音第16回湖南市早春コンサート
時14：00 前無料（自由席）会甲西文化ホール 問0748-72-2133▶コーラスとア
ンサンブルのコンサート

3.5
㊐

舞第三十九回 ほたる寄席
時14：00 前1,700円（全席指定）当同一料金※未就学児入場不可発会守
山市民ホール 小ホール 問077-583-2532▶本格的な落語をリーズナブル
なお値段でお楽しみいただけます。出演：三遊亭 兼好、春風亭 昇市、春風亭
いっ休 お囃子：なにわの会

3.11
㊏

音ルシオール 街かどコンサート vol.23
時11：00、15：00 前無料（自由席）会守山市立図書館/北公民館 問077-583-
2532（守山市民ホール）▶出演：堀江恵太（ヴァイオリン）、相原瞳（ヴァイオ
リン）、後藤彩子（ヴィオラ）、水野奈美（チェロ）

3.11
㊏

音湖国新進アーティストによる演奏会 ザ・ファーストリサイタル2023
時14：00 前一般1,000円、18歳以下500円（自由席）当同一料金※6歳未満
入場不可、託児サービスあり（有料）12/25発売 会滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール 小ホール 問077-523-7136（チケットセンター）▶オーディション
で選ばれた新進演奏家によるリサイタル。出演：宮田晴奈（ヴァイオリン）、
松本知暁（マリンバ）、山田知加（ソプラノ）

3.11
㊏

音NAOTOヴァイオリンコンサート
時14：00 前3,000円、中学生以下2,000円（前売、当日同額）（全席指定）当500
円増※未就学児入場不可 12/17発売会ルッチプラザベルホール310 問0749-
55-4550▶常に時代をとらえて進化を続け、ジャンルを超えて、音を自由自
在に操る唯一無二のヴァイオリニストNAOTOとピアニスト榊原大のコン
ビによるライブ！！！贅沢なステージをお届けします。

3.11
㊏

音石原詢子コンサート
時14：00 前3,000円（全席指定）当500円増 12/17発売 会みずほ文化セン
ター 問0749-43-8111▶滋賀ではおなじみの「石原詢子」がみずほのステー
ジに登場。素晴らしい歌声をたっぷりと届けます。

3.11
㊏
音ラブ×ポップコーラス成果発表会
時16：00 前無料（自由席）会栗東芸術文化会館 アトリウム 問077-551-
1455▶「ラブ×ポップコーラス」受講生による成果発表会

3.11
㊏

音森山直太朗 20th アニバーサリーツアー
『素晴らしい世界』＜後編＞
時18：00 前7,700円（全席指定）当500円増※3歳以下入場不可（4歳以上チ
ケット要）一般発売日（後日発表予定）会東近江市立八日市文化芸術会館 ホー
ル 問0748-23-6862▶約3年ぶりとなる全国ツアー！“自らの歌声を届ける”
ため全国津々浦々、様々な場所を訪れます！

3.12
㊐
舞甲賀市文化協会連合会芸能祭
時12：30 前無料（自由席）会あいこうか市民ホール 問0748-62-2626▶甲
賀市内の文化団体15団体による芸能発表

3.12
㊐
音Spling Drill Concert vol.7
時13：30 前 無料（自由席）2/1整理券配布会浅井文化ホール 問0749-63-7400
（長浜文化芸術会館）▶コンサート中の災害を想定した避難訓練コンサート

3.12
㊐
音さきらコンサートフェスティバル
時14：00 前無料（自由席）※未就学児入場不可 会栗東芸術文化会館さきら
中ホール 問077-551-1455▶公募した地元の演奏家によるコンサート

3.12
㊐

音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

時14：00 前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）当同一料金※6歳未満入場不可、託児サービ
スあり（有料）12/10発売会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホール 問077-
523-7136（チケットセンター）▶［曲目］琵琶湖周航の歌 ほか

3.12
㊐

音滋賀県邦楽専門集団「しゅはり」結成10周年記念
コンサート（夢キラリ文化基金コンサート）

時14：00 前無料（自由席）2/4整理券配布会木之本スティックホール 問0749-
52-5111（県立文化産業交流会館）▶結成10周年を迎えた文化産業交流会館
の邦楽専門集団「しゅはり」が、滋賀県内のホールへ飛び出して演奏する、記
念碑的コンサートです。

3.12
㊐
音石部高校吹奏楽部第8回定期演奏会
時14：00 前無料（自由席）会甲西文化ホール 問0748-72-2133▶石部高校
吹奏楽部定期演奏会

3.18
㊏
音水口東中・高合唱部定期演奏会
時14：00 前無料（自由席）会あいこうか市民ホール 問0748-62-6745（水口
東中・高校）▶毎年学年末に開催している演奏会

3.18
㊏

演舞台技術研修～人材育成講座～成果発表公演「シンデレラ」
時14：00 前大人1,000円、子ども（4歳～中学生）500円（全席指定）当同一
料金※4歳未満入場不可 12/25発売 会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中
ホール 問077-523-7136（チケットセンター）▶連携大学の学生とびわ湖
ホール職員らが企画から立案・制作した音楽劇。

3.18
㊏

音歌の広場
時14：30 前1,000円（自由席）当200円増※未就学児入場不可 12/10発売
会さざなみホール 問077-589-3111▶ソングリーダー宮原春彦と佐々木ゆ
かがお客様のリクエスト曲を演奏し歌います。

3.19
㊐

演びわ湖高島★春の演劇祭
時13：00 前500円（自由席）当同一料金 未定会藤樹の里文化芸術会館 問0740-
32-2461▶市が開催する子ども演劇教室の発表公演です。市唯一の演劇祭に
市内高校演劇部も公演します。

3.19
㊐

音マーラー・シリーズ 沼尻竜典×京都市交響楽団
時14：00 前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）当同一料金※6歳
未満入場不可、託児サービスあり（有料）12/10発売 会滋賀県立芸術劇場び
わ湖ホール 大ホール 問077-523-7136（チケットセンター）▶［曲目］マー
ラー：交響曲 第6番 イ短調「悲劇的」

3.19
㊐
音甲西吹奏楽団ジュニアバンド第19回定期演奏会
時14：00 前無料（自由席）※要整理券 会甲西文化ホール 問0748-72-2133
▶甲西吹奏楽団ジュニアバンド定期演奏会

3.19
㊐

音さきらジュニアオーケストラ・アカデミー 第18回成果発表会
時15：00 前無料（自由席）※4歳から入場可、託児サービスあり会栗東芸術
文化会館さきら 大ホール 問077-551-1455▶年に一度の成果発表会。今年
度入校したばかりの初心者からオーケストラメンバーまでが日頃の練習成
果を発表します。

3.21
㊋㊗

音若き演奏家たちのコンサートVOL.2
時14：00 前1,000円、中学生以下500円（全席指定）当同一料金※未就学児
入場不可12/24発売会ルッチプラザ ベルホール310 問0749-55-4550▶ルッ
チプラザが育んだ若き演奏家たち、西村浩暉、武田桜、北村萌絵、佐々比香莉
の4人のコンサート

3.21
㊋㊗

音子どものための管弦楽教室
時14：00 前大人2,000円、子ども（4歳～中学生）1,000円（全席指定）当同一
料金※4歳未満入場不可、託児サービスあり（有料）12/25発売 会滋賀県立
芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 問077-523-7136（チケットセンター）▶子
どもも大人も一緒にオーケストラについての知識や理解を深められる公演
です。指揮：藤岡幸夫、管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

3.21
㊋㊗

音甲南中学校吹奏楽部 第42回スプリングコンサート
時14：00 前無料（自由席）会あいこうか市民ホール 問0748-86-2154（甲南
中学校）▶毎年学年末に開催しているコンサート

3.25
㊏

音親子で楽しむクラシック名曲コンサート 
こどもオペラ ヘンゼルとグレーテル

時14：00 前一般1,500円、高校生以下500円（全席自由）当200円増 1/7発売
会愛荘町立ハーティーセンター秦荘 大ホール 問0749-37-4110▶0歳の
子どもさんから楽しめるオペラです。体を動かしたり歌ったり、一緒に楽し
みましょう。

3.25
㊏
舞春風亭小朝独演会
時14：00 前3,500円（全席指定）当500円増※未就学児入場不可1/6発売
会甲西文化ホール 問0748-72-2133▶出演：春風亭小朝、林家ひろ木

3.26
㊐
音水口東中・高吹奏楽部第43回定期演奏会
時13：30 前無料（自由席）会あいこうか市民ホール 問0748-62-6745（水口
東中・高校）▶43回を迎える定期演奏会

3.26
㊐

音創立70周年記念 
大津児童合唱団 第50回定期演奏会

時13：30 前1,000円（自由席）当同一料金※小学生未満無料1/12発売会滋
賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 問090-9270-1557（大津児童合唱
団）▶［曲目］合唱組曲「くるみ割り人形」ほか

3.26
㊐

音（公財）平和堂財団 次世代育成セミナー
びわ湖ミュージックハーベスト2022 室内楽セミナー 室内楽演奏会

時14：00 前無料※要整理券（自由席）2月整理券配布開始予定会滋賀県立芸術劇
場びわ湖ホール 小ホール 問0749-52-5111（県立文化産業交流会館）▶室内
楽の名曲の数々をトップクラスの講師陣と3日間で磨き上げた成果を演奏
会形式で披露します。

3.26
㊐

音鈴木仁望ソプラノ・リサイタル
時14：00 前1,500円※しょうがい者と付添各1名200円（自由席）当同一料金
※未就学児入場可 発会木之本スティックホール 問080-7091-7196（エ
ンモ・コンサーツ）▶ソプラノ：鈴木仁望、ピアノ：椴山さやか

3.30
㊍
音城山中学校吹奏楽部春の演奏会
時14：00 前無料（自由席）会あいこうか市民ホール 問0748-63-0210（城山
中学校）▶毎年学年末に開催している恒例のコンサート

3.30
㊍

音しがぎんホール・コンサートシリーズ2022-23 vol.4
SUPER4 RETURNS

時19：00 前一般4,000円、大学生以下2,500円（自由席）当同一料金発会しがぎんホール 問077-526-0011▶滋賀を代表する4人の音楽家、中谷
満、宮本妥子（パーカッション）、児嶋一江、稲垣聡（ピアノ）によるスーパー
カルテット待望の再演をお聴きのがしなく。



美術館・博物館美術館・博物館 ※各館とも入館は終了時間の30分前まで
時時間 前料金 会会場 問問い合わせ先  ペアチケットプレゼントあり

滋賀県立美術館
企画展 「川内倫子：M/E 球体の上 無限の連なり On 
this sphere Endlessly interlinking」
1.21㊏～3.26㊐
▶滋賀県生まれの写真家、川内倫子の国内では6年ぶり、そして故郷であ
る滋賀でははじめての大規模個展です。新作を中心に、未発表作品を織
り交ぜながら川内の作品の本質に迫ります。
会展示室3
常設展 「シュウカツ！護る、伝える、保存修理活動」
11.29㊋～1.29㊐
▶マザーレイク寄附金で修理した横井金谷の屏風を始め、多様な素材と
技法の修理を紹介します。
会展示室1
常設展 「川内倫子と滋賀」
1.11㊌～5.7㊐
▶個展の開催に合わせ、2021年に当館のリニューアルオープンのために撮
り下ろされた作品をはじめ特に滋賀との関わりの深いものを特集展示します。
会展示室2
常設展 「シュウカツ！収集活動より―女性を描く中村貞以―」
1.31㊋～3.12㊐
▶寄贈により、まとまった点数を収蔵することができた中村貞以を、一堂
に紹介する初の機会です。
会展示室1
［いずれも］時9：30～17：00（入館は16：30まで） 前【常設展】一
般540円、高大生320円、小中生、県内居住の65歳以上無料【企
画展】一般1,300円、高大生900円、小中生700円※企画展、常
設展ともに団体等の割引料金あり。身体障害者手帳をお持ちの
方は無料。問077-543-2111
※休館日：月曜日、12.22㊍～2023.1.10㊋

大津市歴史博物館
ミニ企画展 「大津の小学校150年」
1.17㊋～3.5㊐
▶2023年は、現大津市域内の多くの小学校創立年である明治6年から
150年の節目の年です。これを記念して、大津の小学校の創立の歴史を
紹介します。
会常設展示室内
総合地球環境学研究所共催展 「湖都大津の災害史」
3.4㊏～4.16㊐
▶市域を含めた湖西地域の災害史について、古文書や古地図を中心にそ
の痕跡をたどります。また、地域や人々による防災・減災の歴史について
紹介します。
会企画展示室A
［いずれも］時9：00～17：00（入館は16：30まで） 前【ミニ企画展】
一般330円、高大生240円、小中生160円【共催展】一般500円、
高大生300円、小中生200円 ※団体等の割引料金あり 問077-
521-2100
※休館日：祝日を除く月曜日、年末年始（12.27㊋～1.5㊍）、祝
日の翌平日

長等創作展示館 三橋節子美術館
三橋節子が描いた三つの世界
開催中～6.18㊐
▶節子は35歳で夭折しますが、癌で利き腕を失い、絵筆を左手に持ち替
え、世を去る間際まで描き続けました。節子が描いた野草、インド、近江昔
話の3つの世界の作品展です。
時9：00～17：00（入館は16：30まで） 前大人330円、高大生240
円小中生160円 会常設展示室 問077-523-5101
※休館日：月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日

彦根城博物館
テーマ展 「彦根藩の年中行事」
1.1㊐㊗～2.7㊋
▶儀礼から社会的慣習まで、彦根城表御殿で殿様から家臣までが行った
様々な年中行事を紹介。
特別公開 「雛と雛道具」
2.10㊎～3.13㊊
▶井伊直弼の愛娘弥千代の雛と雛道具を、地元旧家の古今雛とともに一
挙公開。
テーマ展 「大名の装い―井伊家伝来装束を中心に―」
3.17㊎～4.17㊊
▶儀礼や行事、格式に応じて決められていた大名の装いを、束帯や裃な
どの礼服を中心に紹介。
［いずれも］時8：30～17：00（入館は16：30まで） 前一般500円、
小中学生250円※団体等の割引料金あり 問0749-22-6100
※2.10㊎～3.13㊊、3.17㊎は一部休室（一般300円、小中学生
150円）

長浜市長浜城歴史博物館
「国友一貫斎―発明とその夢―」（仮題）
2.4㊏～3.26㊐
▶国友一貫斎は近江国国友村の鉄砲鍛冶であり発明家・科学者でもある。
新発見資料を含む最新の調査報告とともに、彼の大きな業績に迫る。
時9：00～17：00（入館は16：30まで） 前一般（高校生以上）410
円、小中生200円、※団体等の割引料金あり、身体障害者手帳を
お持ちの方は無料。会2階展示室 問0749-63-4611
※休館日：なし

滋賀県立安土城考古博物館
特別陳列 近江の遺跡発掘成果Ⅱ
「良い年になりますように！」―招福と無病息災のラッキーアイテム―
開催中～1.22㊐
▶当館望楼下で開催のミニ展示です。昔の人びとが幸せや疫病退散の
想いを記した木簡や墨書土器を紹介します。
会望楼下

第67回企画展 滋賀県立琵琶湖文化館地域連携企画展
「琵琶湖文化館収蔵品にみる四季」
2.4㊏～4.2㊐
▶琵琶湖文化館収蔵品のなかから、近世絵画を中心にとりあげ、「作品に
表現された季節の美しさ」に焦点を当てて紹介します。
会企画展示室
［いずれも］時9：00～17：00（入館は16：30まで） 前【特別陳列】
大人500円、高大生320円、小中生無料【企画展】大人600円、
高大生360円、小中生無料※障害のある方・県内高齢者（65歳
以上）は無料（ただし、証明書の提示が必要）、団体等の割引料金
あり 問0748-46-2424
※休館日：月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）、年末
年始（12.28㊌～1.4㊌）

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA
第19回滋賀県施設・学校合同企画展ing…
～障害のある人の進行形～
後期：1.7㊏～2.5㊐
▶障害のある人の日々の生活に寄り添う支援者ならではの目線で展示
を構成した展覧会。滋賀県内の障害のある作者33名の作品を2期にわた
り紹介します。
前一般200円、高大生150円、中学生以下無料 
時11：00～17：00 問0748-36-5018※団体等の割引料金あ
り、障害のある方と付添者1名無料。
※休館日：月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休館）

滋賀県立琵琶湖博物館
トピック展示 トンボ100大作戦 －滋賀のトンボを救え！－
1.31㊋～2.26㊐
▶滋賀県内の7つの企業が取り組むトンボの保全活動を紹介します。
時9：30～17：00（入館は16：00まで） 前＜常設展示の観覧券＞
（大人800円、高大生450円、小中生無料）が必要※団体等割引
あり 会琵琶湖博物館アトリウム 問077-568-4811
※休館日：月曜日

佐川美術館
さがわきっずみゅーじあむ あけてみよう かがくのとびら展
12.7㊌～2.12㊐
▶月刊科学絵本「かがくのとも」から生まれた展覧会。「かがく」の世界に
つながる「とびら」をそっと開いてもらうきっかけとなる展覧会です。
吉左衞門X nendo×十五代吉左衞門・樂直入
開催中～3.11㊏
▶佐藤オオキを中心に設立されたデザインオフィスnendoと十五代吉左
衞門・樂直入によるコラボレーション展。
第14回こども絵画コンクール 優秀作品展
2.18㊏～3.11㊏
▶未来あるこどもたちの夢と希望あふれる絵画優秀作品75点を公開
［いずれも］時9：30～17：00（最終入館16：30） 前一般1,000
円、高大生600円、中学生以下無料※要保護者同伴、障害者手
帳をお持ちの方は手帳ご提示で無料。※2.12㊐までの間はすべ
ての方、入館にはインターネットによる事前予約が必要です。詳
細についてはホームページよりご確認ください。問077-585-
7800
※休館日：月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休館）11.28㊊
～12.6㊋、12.30㊎～2023.1.3㊋、2.13㊊～2.17㊎、3.12㊐
～3.15㊌

栗東歴史民俗博物館
生誕120年記念 西田恵泉展
1.14㊏～3.5㊐
▶画家・西田恵泉（1902～80）の生誕120年を記念し、その画業を紹介
します。
会第2展示室
第53回栗東市青少年美術展
1.27㊎～1.29㊐
▶栗東市内の小中学校児童、生徒の作品を展示します。
会研修室
第69回滋賀県教育美術展
2.8㊌～2.23㊍㊗
▶滋賀県教育美術展の特選作品を展示します。
会研修室
小地域展 「手原の歴史と文化」
3.18㊏～会期末未定
▶栗東市手原地区の歴史・文化を特集します。
会第2展示室
［いずれも］時9：30～17：00（入館は16：30まで） 前無料 問077-
554-2733
※休館日：月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休館）、2.24㊎、
3.22㊌

MIHO MUSEUM
春季特別展 「美の祈り　Universal Symphony」
3.18㊏～6.11㊐※変更する場合があります。
▶本展では、世界平和への祈りを込めた唐紙の大作「ユニバーサル・シンフォ
ニー」とともに、祈りの精神性を宿した古代美術を紹介します。
時10：00～17：00（入館は16：00まで） 前一般1,300円、高大生
1,000円、小中生無料※団体等の割引料金あり 会北館 問0748-
82-3411
※休館日：  月曜日（月曜が祝日の場合、翌平日休館）

世界凧博物館東近江大凧会館
新春特別企画 兎の凧と郷土玩具展
1.3㊋～1.22㊐
▶令和5年の干支である「兎（うさぎ）」が描かれた凧と郷土玩具を展示し
ます。
鬼の凧展
1.26㊍～2.12㊐
▶鬼が描かれた凧を展示します。
福よせ雛
2.17㊎～4.23㊐
▶雛人形がみんなに笑顔と福を呼ぶ「福よせ雛」として展示します。
［いずれも］時9：00～17：00（入館は16：30まで） 前一般300円、
小中生150円※団体等の割引料金あり 問0748-23-0081
※休館日：水曜日、祝日の翌日、第4火曜日

東近江市近江商人博物館・中路融人記念館
中路融人と日本画展のあゆみⅡ
1.14㊏～3.12㊐
▶「中路融人と日本画展のあゆみ」の第二弾です。中路作品とともに、か
つて開催した日本画展のあゆみとその作品を紹介します。
会中路融人記念館
商家に伝わるひな人形めぐり
2.11㊏㊗～3.19㊐
▶江戸時代後期から明治・大正・昭和初期にかけてのひな人形や各地の
郷土玩具のおひな様を一堂に展示します。
会近江商人博物館 特別展示室
［いずれも］時9：30～17：00（入館は16：30まで） 前大人300円、
小中学生150円※団体等の割引料金あり 問0748-48-7101
※休館日：月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休館（土・日をの
ぞく）

能登川博物館
能登川図書館冬季企画展
「加藤休ミ クレヨン絵本画展 みんなで見においで！
～『デリバリーぶた』『さかなをたべたあとのほね』原画展～」
1.18㊌～2.19㊐
▶「おいしそう！」と思わず言ってしまう、加藤休ミさんのクレヨン画作品の
中から『デリバリーぶた』などの原画を展示します。
能登川中学校卒業制作展・スポット展示「きらめく先輩」
2.24㊎～3.5㊐
▶能登川中学校3年生の卒業を記念した展示会を開催します。みんなの
力作をぜひご覧ください。
第143回企画展 「湖南鉄道から八日市鉄道 近江鉄道の名所案内」
3.23㊍～5.14㊐
▶明治・大正・昭和の観光リーフレットを中心に、近江鉄道沿線の名所や
歴史などを紹介します。
［いずれも］時10：00～18：00※能登川中学校卒業展示のみ最
終日は13：00まで 前無料 会展示室 問0748-42-6761
※休館日：月・火曜日、1.1㊐㊗～4㊌、11㊌、27㊎、2.23㊍㊗、3.22
㊌

観峰館
Webで復活！呉昌碩とその周辺展
12.1㊍～3.31㊎
▶平成8年（1996）に開催した特別企画展「呉昌碩とその周辺展」が
Web上で復活します。
前無料 会観峰館ホームページ 問0748-48-4141

愛荘町立歴史文化博物館
第39回企画展 （仮）「懐かし民具アラカルト」
1.7㊏～3.19㊐
▶愛荘町立歴史文化博物館が所蔵するちょっと昔の懐かしい民具を紹介
します。
時10：00～17：00（入館は16：30まで） 前一般300円、小・中学
生150円※団体等の割引料金あり、愛荘町民は無料 会企画展
示室 問0749-37-4500
※休館日：月・火曜日

滋賀県平和祈念館
第32回企画展示 「戦争と女学生 ―戦時下の学校生活と進路―」
1.5㊍～6.25㊐
▶今回の展示では、戦時下の女学生を取り上げ、彼女たちの学校生活と
進路について収蔵資料や体験談で紹介します。
時9：30～17：00 前無料 会展示室 問0749-46-0300
※休館日：月・火曜日（祝日の場合は開館）

ギャラリーギャラリー
滋賀県立公文書館
【第3回県政150周年記念展】 「湖国に汽笛が響いた」
開催中～1.26㊍
▶滋賀県の汽船・鉄道の整備や活用のあゆみを歴史公文書から振り返ります。
時9：00～17：00 前無料 会閲覧室 問077-528-3126
※休館日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始

長浜文化芸術会館
令和5年度 湖北児童生徒書初め展
1.27㊎～2.6㊊
▶湖北地域小中学生の書初めの展示
時9：00～17：00 前無料 問0749-63-7400
※休館日：会期中休館なし

守山市民ホール
くらすダンスホール～うみのはた大作戦～ 展示
1.27㊎～1.29㊐
▶工作コーナーや、湖南ダンスカンパニーの活動展示あり
第3回 刻字教室作品展
3.3㊎～3.5㊐
▶木を彫り、色彩を施し、自分の感性を引き出すことが刻字の楽しみです。
第4回 竹灯籠作成教室作品展
3.10㊎～3.12㊐
▶感性豊かな作品の数々が展示されますので是非ご覧ください。
第十五回 能面作成教室作品展
3.24㊎～3.26㊐
▶丹精込めて作り上げられた作品の数々をぜひご覧ください。
［いずれも］時10：00～17：00 前無料 会展示室 問077-583-
2532
※休館日：火曜と祝日の翌日

栗東芸術文化会館さきら
さきらあーとパーク2022-23 手取実咲作品展
2.11㊏㊗～2.19㊐
▶造形作家・手取実咲の作品を展示。会期中はワークショップも同時開催、
気軽にアートを楽しむ一週間です。
時10：00～17：00 前無料 会展示室ほか 問077-551-1455
※休館日：2.13㊊

甲賀市信楽伝統産業会館
窯業技術試験場研修生OB展
1.18㊌～2.8㊌
▶滋賀県信楽窯業技術試験場研修生OBによる作品展
信楽古陶愛好会展
2.11㊏㊗～3.5㊐
▶信楽古陶愛好会会員が収集した貴重な信楽焼古陶を展示
信楽花器と生花展 Part1
3.8㊌～3.15㊌
▶滋賀県花道協会 甲賀湖南支部員による信楽焼を使用した生花の展示
信楽花器と生花展 Part2
3.18㊏～3.26㊐
▶流派峰風遠洲流の方々による信楽焼の花器を使用した生花の展示
窯元の日常展
3.28㊋～4.16㊐
▶工房やギャラリーを広く一般に公開している「窯元散策路のWA」に所
属する窯元による日常を紹介
［いずれも］時9：00～17：00 前無料 会企画展示室 問0748-82-
2345
※休館日：木曜日（祝日の場合開館し、翌平日休館）



美術館・博物館

＊れいかるは、県内の市役所・町役場、公共文化施設、図書館、公民館、県内各金融機関等に置いています＊
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読者プレゼント 12月12日（月）必着

①催しのタイトル
②日付（会期）
③郵便番号
④住所
⑤氏名
⑥電話番号
⑦本誌をどちらでご覧
になりましたか

⑧本誌をご覧になって
お出かけされた催し
物の感想等

締　切

〒520-0806 大津市打出浜15番1号
（公財）びわ湖芸術文化財団・れいかる係

■申込先

は主催者から読者招待券が提供されます。
各催しともペア（2名様1組）でご招待します。

官製ハガキに右記の内容をご記入の上、申し込
み多数の場合は抽選で、当選者の発表は発送を
もって代えさせていただきます。
※お申込みに際してご提供いただいた個人情報は、当選の結果と当選者ご
本人への連絡にのみご使用いたします。
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芸能の多くは寺院の法会に起源があります。都に近く、人々の
交流が盛んで、豊かな祈りの場がある近江は、さまざまな芸能
のゆりかごとなるとともに、舞台ともなりました。特集では、庶民
に愛された説教節の元締めであり数々の能の物語を生んだ三
井寺別所の魅力、謎に満ちた近江猿楽の残像、近江に残された
面（おもて）の数々などを取り上げ、中世の芸能の面影を探ります。

〒520-0806 大津市打出浜15番1号
（公財）びわ湖芸術文化財団『湖国と文化』編集室
TEL.077-523-7146 FAX.077-523-7147

特集 近江と芸能 ～忘れられた人々

●お問い合わせ・購読のお申し込みは

vol.182 冬2023年

年間購読（年4回お届け・送料込み）　2,800円（税込み）随　時
受付中

滋賀の魅力を知る総合文化誌

発行：滋賀県　編集：（公財）びわ湖芸術文化財団　令和4年12月1日　大津市打出浜15番1号　TEL.077-523-7146 FAX.077-523-7147 この印刷物は古紙パルプを配合した用紙を使用しています。

お問い合わせ／申込先

びわ湖ホールチケットセンター 〒520-0806 大津市打出浜15-1
TEL：077-523-7136

お問い合わせ／申込先

滋賀県立
琵琶湖博物館

〒525-0001 草津市下物町1091
TEL：077-568-4811 FAX：077-568-4850
いずれも事前申込制の事業はしがネットもしくは往復ハ
ガキに、行事名、参加者全員の氏名、年齢、郵便番号、
住所、電話番号、一言メッセージを明記する。

お問い合わせ

公益財団法人
滋賀県希望が丘
文化公園

スポーツ会館
〒520-2321 滋賀県野洲市北桜978
TEL：077-588-3251 FAX：077-588-3252
E-mai：sports72＠kiboupark-shiga.or.jp
野外活動センター
〒520-2551 滋賀県蒲生郡竜王町薬師1178
TEL：077-586-1100 FAX：0748-58-0220
E-mail：e-yagai@kiboupark-shiga.or.jp
青年の城
〒520-2551 滋賀県蒲生郡竜王町薬師1178
TEL：077-586-2111 FAX：077-586-1799
E-mai：e-shiro@kiboupark-shiga.or.jp

お問い合わせ／申込先
栗東芸術文化会館
さきら

〒520-3031 滋賀県栗東市綣二丁目1番28号
TEL：077-551-1455 FAX：077-551-2272

ワークショップ
さきらが所蔵する弦楽器を実際に触って弾けるワークショップ。
新春弦楽器体験ワークショップ
ヴァイオリン・チェロを弾こう！！
1月14日㊏～1月15日㊐ 
10：00～10：45、11：15～12：00、13：00～13：45
■場　所：栗東芸術文化会館さきら 小ホール、ほか
●対　象：  ①弦楽器に触れてみよう 3歳～年少、年中②もうすぐ新1

年生 5歳～未就学児③初めて弦楽器 小学1年～2年生④は
じめてのアンサンブル 小学3年生以上の経験者

●定　員：   各コース8名　
●参加料：1,000円

キャンプ
寒さを吹き飛ばす野外プログラムを体験し、家族やお友達と冬
の希望が丘を楽しみましょう。
希望が丘冬のプチキャンプ
1月22日㊐ 9：30～15：30
■場　　所：滋賀県希望が丘文化公園 野外活動センター
●対　　象：子どもを含む家族やグループ　
●定　　員：60名
●参 加 料：3歳以上1,000円、中学生以上1,500円
●申込方法：  Eメールで、参加者全員の郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・

年齢・性別・電話番号・メールアドレスをお知らせください。
●申 込 先：  Eメール：e-yagai@kiboupark-shiga.or.jp

ハイキング
湖南市にある十二坊（岩根山）でハイキングを行います。自然と
ふれあい参加者同士の交流を深めましょう。
希望が丘ハイキング④
3月4日㊏ 9：00～14：00
■場　　所：滋賀県希望が丘文化公園 青年の城周辺
●対　　象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●定　　員：30名　　●参 加 料：ひとり400円
●申込方法：  電話、FAX、Eメールのいずれかで、郵便番号・住所・氏名（フ

リガナ）・電話番号・年齢をお知らせください。
●申 込 先：TEL：077-586-2110 FAX：077-586-1799
　　　　　　Eメール：info@kiboupark-shiga.or.jp自然観察会

“早春の水辺の生物たち”をテーマに、公園内を散策しながら、自
然観察を行います。
希望が丘自然観察会④
3月4日㊏ 9：30～12：30
■場　　所：滋賀県希望が丘文化公園 青年の城周辺
●対　　象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●定　　員：30名　●参 加 料：ひとり500円
●申込方法：  Eメールに、参加者全員の郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・

学年（年齢）・電話番号・メールアドレスをお知らせください。
●申 込 先：Eメール：e-shiro@kiboupark-shiga.or.jp

講　座
ワーグナーの大作オペラ『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
をより楽しみたい方、オペラ初心者の方におすすめです。
オペラ講座『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
初級編全2回
①第1回 1月8日㊐ 14：30
②第2回 1月22日㊐ 9：45
■場　所：コラボしが21 大会議室
●講　師：東条碩夫（音楽評論家）　●対　象：6歳以上
●参加料：  全2回通し券2,000円
　　　　　1回券（当日残席がある場合のみ販売）1,500円

オペラ『ニュルンベルクのマイスタージンガー』について、ワーグ
ナー研究の第一人者が丁寧に解説します。
ワーグナー・ゼミナール
（上級編・全3回）
①1月21日㊏　②2月12日㊐　③2月23日㊍㊗
各日14：00
■場　所：①②滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール リハーサル室
　　　　　③コラボしが21 大会議室
●講　師：第1回 岡田安樹浩（国立音楽大学講師）
　　　　　第2回 伊東史明（ドイツ文化史研究家）
　　　　　第3回 藤野一夫（芸術文化観光専門職大学副学長）
●対　象：6歳以上
●参加料：全3回通し券3,000円
　　　　　1回券（当日残席がある場合のみ販売）1,500円

観察会・見学会
森や田んぼでの自然遊びや、昔の暮らしの体験をしたりしなが
らゆっくりと過ごす遊び場です。
（1月） 冬眠中の虫を探してみましょう。
（2月） おくどさんで火をおこしてみましょう。
（3月） 博物館の野原や森で春を探しましょう。
ちっちゃな子どもの自然遊び（1・2・3月）
1月18日㊌・2月15日㊌・3月15日㊌ 各10：00～14：00
■場　所：琵琶湖博物館 生活実験工房
●対　象：2歳～4歳位の子どもと保護者の方　
●定　員：10組　
●参加料：無料
※事前申込み必要（しがネットもしくは往復ハガキ）。締切11月18日
㊎～1月6日㊎、12月15日㊍～2月3日㊎、1月15日㊐～3月3日㊎、
ただし定員に達し次第受付終了。
昔ながらの農家の暮らしや生活、農作業に触れて頂くことを目
的とし、わら細工作業を体験して頂きます。
生活実験工房 田んぼ体験（2月）わら細工
2月5日㊐ 10：30～12：30
■場　所：琵琶湖博物館 生活実験工房
●対　象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●定　員：20名程度（付き添いの方も含む）　
●参加料：無料
※事前申込み必要（しがネットもしくは往復ハガキ）。締切1月24日㊋、
応募者多数の場合は抽選。

ダンス
手づくりの「うみのはた」を持ち寄って、音と光とダンスの祝祭に
参加しよう。同日10時から、同館展示室の「ペイントコーナー」で
「うみのはた」を作ることができます（予約不要）。
守山市民ホール×湖南ダンスカンパニー
「くらすダンスホール ～うみのはた大作戦！～」
1月29日㊐ 14：00～15：00
■場　　所：守山市民ホール 小ホール
●対　　象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）
●定　　員：おどる人30名、みる人30名　
●参 加 料：無料
●申込方法：1月25日㊌までに、財団ホームページ内の申込フォーム

または電話で
　　　　　　https://biwako-arts.or.jp/rd/eventlist/31502.html
お問い合わせ／申込先
（公財）びわ湖芸術文化財団
地域創造部

〒520-0806 大津市打出浜15-1
TEL：077-523-7146

募 集

講　座
生物や人工物など様々なモノに焦点をあて、それらを観察して分
けることで見えてくる事実を紹介します。
新琵琶湖学セミナー
「モノを観る・モノを分ける―なぜ分けるこ
とで世界を理解しようとするのか？」（全3回）
第1回 1月28日㊏ 小さな生物
第2回 2月25日㊏ 考古学
第3回 3月25日㊏ 昆虫
各13：30～15：30
■場　所：オンライン開催
●対　象：高校生以上　●参加料：無料
※事前申込み必要（しがネット）。締切 各回10日前迄

観察会・見学会
わくわく探検隊
昔の道具を使い、綿花から糸をつむぐ体験をします。
綿にふれてみよう！
1月14日㊏ 13：30～15：00
■場　所：琵琶湖博物館 実習室2 生活実験工房
●対　象：どなたでも（小学4年生以下は保護者同伴）　
●定　員：先着15名※当日受付13：00～　●参加料：無料
双眼鏡やフィールドスコープを使って、琵琶湖に飛来する水鳥
を観察します。
水鳥を観察しよう！
2月11日㊏㊗ 13：30～15：00
■場　所：琵琶湖博物館 実習室2 C展示室 樹冠トレイル
●対　象：どなたでも（小学4年生以下は保護者同伴）　
●定　員：先着15名※当日受付13：00～
●参加料：  無料（常設観覧券が必要）【常設展示観覧料】大人800円、高

大生450円、小中生無料 ※団体料金あり
琵琶湖を描いた昔の地図を観察しその歴史的変化の面白さを
学んでもらうプログラムです。
昔の地図からびわ湖を知ろう
3月11日㊏ 13：30～15：00
■場　所：琵琶湖博物館 セミナー室 C展示室
●対　象：どなたでも（小学4年生以下は保護者同伴）　
●定　員：先着15名※当日受付13：00～
●参加料：  無料（常設観覧券が必要）【常設展示観覧料】大人800円、高

大生450円、小中生無料※団体料金あり

ギャラリー

あいこうか市民ホール
甲賀市美術展覧会
2.23㊍㊗～3.3㊎
▶平面・工芸/立体・書・写真の4部門での公募作品展
時10：00～16：00（入館は15：30まで） 前無料 会展示室・甲賀市
碧水ホール 問0748-62-2626
※休館日：月曜日
甲西文化ホール
山本徹水彩画展
1.28㊏～2.26㊐
▶湖国の風景を描いた作品。
やよい絵画教室作品展示
3.4㊏～3.26㊐
▶やよい絵画教室（湖南市文化協会加盟）作品展。
［いずれも］時9：00～17：00 前無料 会ギャラリー 問0748-72-
2133
※休館日：月曜日
藤樹の里文化芸術会館
湖西書き初め展
1.28㊏～2.5㊐
▶子どもから大人までの1,200点を超える書き初め作品を展示する、県
内最大規模の新春にふさわしい書き初め展です。
時9：00～17：00（最終日は15：00まで）前無料 問0740-32-
2461
※休館日：1.30㊊
八日市文化芸術会館
Know Arts Vol.4「つくりつづける、そこにたちあう」
1.21㊏～2.11㊏㊗
▶同時代を生きるアーティストの幅広い表現や思考に触れる。また、作品
を介して東近江市に根ざす歴史や自然を再発見する企画展の第4弾を開
催します。
時9：00～17：00 前無料 会展示室 問0748-23-6862
※休館日：月曜日

補助金の申請を受付中
滋賀県では新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
を守って文化芸術活動をされる方に対し、施設使用料の1/2
を支援する「文化芸術活動継続支援事業」を実施しています。
　詳しくは、ホームページをご覧いただくか、下記問合せ先ま
でご連絡ください。
申 請 期 間  令和5年2月10日㊎

【消印有効・電子メール必着】まで
お問合せ先 滋賀県文化スポーツ部

文化芸術振興課
メ ー ル：bunkakeizoku＠pref.shiga.lg.jp
電　　話：077-528-3344
受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00（月曜日から金曜日）
　　　　　（祝日、12.29～1.3を除く）
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