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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。

問びわ湖ホールチケットセンター　077-523-7136（10～19時/火曜休館、休日の場合は翌日）

県内各地でも音楽祭を開催します。各地の「びわ湖の春」公演をお楽しみください。

湖南公演
日　時  4月15日㊏ 14:00開演
会　場  湖南市甲西文化ホール
 問0748-72-2133
木之本公演
日　時  4月16日㊐ 14:00開演
会　場 長浜市立
 木之本スティックホール
 問0749-82-2411
料　金  各公演とも一般1,100円
 18歳以下550円

※6歳以上入場可

日　時  4月23日㊐ 14:00開演
会　場  滋賀県立文化産業交流会館 小劇場
料　金  一般2,000円、
 青少年（24歳以下）1,000円

※6歳以上入場可
 問0749-52-5111
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　　　熊谷綾乃、𦚰阪法子、益田早織、山際きみ佳
　　　　竹内直紀、谷口耕平、市川敏雅、林 隆史
　　　植松さやか（ピアノ）
曲目：W.A.モーツァルト/オペラ『魔笛』より
　　　　　　　　　　　　 夜の女王のアリア
　　　J.シュトラウスⅡ世/ワルツ「春の声」
　　　ラター/For the Beauty of the Earth《美

しき地と》ほか

びわ湖ホール 声楽アンサンブル “春”をおくるコンサート この春、開館35周年！
「びわ湖ホール声楽アンサンブル ぶんさんサンクスコンサート」

出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　　　熊谷綾乃、𦚰阪法子、益田早織、山際きみ佳
　　　　竹内直紀、谷口耕平、市川敏雅、林 隆史
　　　植松さやか（ピアノ）
　　　【特別出演】湖 南 公 演：湖南市合唱団（有志）
　　　　　　　　 木之本公演：ベルカント
曲目：琵琶湖周航の歌/瑠璃色の地球/春よ、来い
　　　春の唄/春に ほか

特設サイト
https://festival.biwako-hall.or.jp/

2023年度より、新たにびわ湖ホール芸術監督 阪 哲朗（ばん てつ
ろう）のプロデュースで「びわ湖の春 音楽祭」をお届けします。
テーマは「ウィーンの風」。びわ湖ホールをメイン会場に阪自身が“原
点”とする都市「ウィーン」を題材に多彩な演目でお贈りします。
大ホールでのオーケストラの迫力ある演奏会をはじめ、小ホール
ではアットホームなコンサートや0歳から楽しめるプログラムも。
中ホールには「ウィーン」を旅しているような体感広場もご用意
しています。また、県内各地で開催するびわ湖ホール声楽アンサ
ンブルによる音楽会もお楽しみください。

日　時  4月29日㊏㊗·4月30日㊐
会　場  滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
料　金  大ホール各公演：S席2,750円、A席2,200円
  18歳以下 S席1,650円、A席1,100円
 小ホール各公演：一般1,650円、18歳以下1,100円
 ※3歳以上入場可（「0歳児からのコンサート」は0歳から入場可、18歳以下550円）
 ※託児サービスあり（有料・要予約）
主催：滋賀県、公益財団法人びわ湖芸術文化財団

全席指定 3/18㊏発売

4月29日㊏㊗

10：00～10：45 上野耕平（サクソフォン）、高橋優介（ピアノ） 小ホール

11：00～12：00 オープニング・コンサート
京都市交響楽団、阪 哲朗（指揮）、中嶋彰子（ソプラノ）

大ホール

12：30～13：15 玉井菜採（ヴァイオリン）、北端祥人（ピアノ） 小ホール

14：30～15：15 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）

小ホール

15：30～16：30 日本センチュリー交響楽団
鈴木優人（指揮）

大ホール

17：00～17：45 中嶋彰子（ソプラノ）、古野七央佳（ピアノ） 小ホール

4月30日㊐

10：00～10：45

0歳児からのコンサート
びわ湖ホール声楽アンサンブル
　栗原未和、藤村江李奈、森 季子、山際きみ佳
　島影聖人、竹内直紀、五島真澄、迎 肇聡
植松さやか（ピアノ）

小ホール

11：45～12：30 山内利一（打楽器、津軽三味線）、菊武粧子（箏）
井本蝶山（尺八）

小ホール

13：00～14：00 京都市交響楽団　
阪 哲朗（指揮）、老田裕子（ソプラノ）

大ホール

14：20～15：05 上村 昇（チェロ）、上野 真（ピアノ） 小ホール

16：00～16：45 藤木大地（カウンターテナー）、矢野雄太（ピアノ） 小ホール

17：00～18：00
ファイナル・コンサート
日本センチュリー交響楽団
阪 哲朗（指揮）、梯 剛之（ピアノ）

大ホール

発売中
自 由 席

自 由 席

3/4㊏発売

ギャラリー

阪 哲朗

びわ湖ホール声楽アンサンブル（これまでの公演より）



美術館・博物館

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

4　月

4.9
㊐

舞江戸落語の真打 柳亭こみち 独演会
時13：30 前2,300円（自由席）当500円増 発会長浜別院大通寺 問0749-
63-7400（長浜文化芸術会館）▶唄あり、踊りありの落語独演会、ぜひお越し
ください。

4.9
㊐

音ぷらっと至福のバロックコンサート
～フルートと弦の響き～

時14：00 前2,500円（自由席）当500円増 発会栗東芸術文化会館さき
ら 小ホール 問0748-76-0132（ぷらっとバロックカフェコンサート事務
局）▶フルート3本と通奏低音で奏でる至福のバロック音楽 出演者：柴田真
由美、松本弘子、石田美知世（いずれもフルート）ほか

4.9
㊐

音オペラ物知り講座inひこねvol.15 ファイナル 
妖精ヴィッリ

時14：00 前2,800円、ペア5,000円（限定80組）（自由席）当200円増 発会ひこね市文化プラザ エコーホール 問0749-27-5200▶プッチーニ最初
のオペラ「妖精ヴィッリ」を素晴らしい演奏と、中村敬一氏の洗練された演出・
解説でお楽しみ下さい。

4.9
㊐

音overflow vol.103
時17：00 前無料 会守山市民ホール 正面玄関ロビー 問077-583-2532▶午
後のひとときを素敵な音楽とともに・・・。出演：優利香（シンガーソングラ
イター）

4.15
㊏

音びわ湖の春 音楽祭 2023関連コンサート 湖南公演
びわ湖ホール声楽アンサンブル “春”をおくるコンサート

時14：00 前一般1,100円、18歳以下550円（自由席）当同一料金 3/4発売会甲
西文化ホール 問0748-72-2133▶“春”をおくるコンサート

4.16
㊐

音びわ湖の春 音楽祭 2023関連コンサート 木之本公演
びわ湖ホール声楽アンサンブル “春”をおくるコンサート

時14：00 前一般1,100円、18歳以下550円（自由席）当同一料金 3/4発売会木
之本スティックホール 問0749-82-2411▶“春”をおくるコンサート

4.16
㊐

音草津チェンバーオーケストラ第30回記念定期演奏会
時14：00 前無料※要整理券（自由席）会草津クレアホール 問090-1966-
8623（草津チェンバーオーケストラ）▶30回の記念に贈るのは「新世界より」
でお馴染みドヴォルザークの交響曲第9番。そして交響曲第5番などを宅
間司の指揮でお届けします。開演前の指揮者トークもどうぞお楽しみくだ
さい。

4.16
㊐

音京都フィルハーモニー室内合奏団
懐かしのオールディーズ特集 in 野洲

時14：00 前2,500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▶井村誠貴（指揮）曲目：ミ
スター・ロンリー、トップ・オブ・ザ・ワールド、イエスタデイ ほか

主催：守山市、守山市教育委員会、（公財）守山市文化体育振興事業団

守山市民ホール　問077-583-2532　http://moriyamabuntai.com/　http://moriyamabuntai.com/luciole/

滋賀県立安土城考古博物館　問0748-46-2424

第12回 ルシオールアートキッズフェスティバル ≪街を歩けば音楽に出会う～こころ ひろがる 春≫
日　時  5月21日㊐

時　間 11：00～11：45
会　場 守山市民ホール 小ホール
料　金 ま500円　と同一料金

※3歳以上有料。3歳未満保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料。
小さなお子様から大人の方まで、みんなで楽しめるコンサートです。
出演：大谷圭介.（バリトン）、吉岡奏絵（クラリネット）、
　　　道橋倫子（ヴァイオリン）、小塩真愛（ピアノ）
プログラム：ロッシーニ 歌劇『セビリアの理髪師』より“私は町の何でも屋”、
　　　　　　久石譲 映画「となりのトトロ」より“さんぽ”ほか

●0歳からのコンサート

全席指定 発売中

日　時 4月29日㊏㊗～6月4日㊐
9：00～17：00（入館は16：30まで）
※休館日：5月8日㊊、5月15日㊊、5月22日㊊、5月29日㊊

会　場 滋賀県立安土城考古博物館 
企画展示室

料　金 大人900円、高大生640円、小中生420円、
県内高齢者（65歳以上）460円
※団体等の割引料金あり、障害のある方は無料（ただし、証明書の提示が必要）

主催：滋賀県立安土城考古博物館

令和５年度春季特別展
「信長と家康 ―裏切る者・裏切らざる者―」

時　間 ①12：45～ ②13：45～ ③14：45～
会　場 守山市民ホール 小ホール
料　金 無料
出演：①守山市音楽連盟 ②びわ湖音楽家協会 ③守山市文化協会

●市内団体によるコンサート

時　間 10：00～14：30
会　場 立命館守山中学校・高等学校、守山市立図書館
料　金 無料（一部有料有）
小さいお子様も楽しめるコンサートや美術のワークショップです。
出展：佐川美術館、滋賀県立美術館、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、MIHO MUSEUM

●キッズ・アートスポット

時　間 10：00～16：00
会　場 あまが池プラザ 親水緑地
料　金 無料（マルシェは有料）
野外ステージやマルシェで楽しいひとときをお過ごしいただけます。

●野外ステージ・マルシェ

時　間 15：30～16：30
会　場 守山市民ホール 大ホール
料　金 ま一般2,000円、25歳以下1,000円、

　　高校生および18歳以下500円

と同一料金　
　　※3歳以上有料。
　　　3歳未満入場不可。

出演：横山奏（指揮）
　　　金子三勇士（ピアノ）
　　　びわ湖ホール声楽アンサンブ

ル（独唱・合唱）
　　　日本センチュリー交響楽団（管

弦楽）
【プログラム】
　　　リスト ピアノ協奏曲 第1番 変

ホ長調 ほか

●オーケストラコンサート
全席指定 発売中

時　間 ホームページやパンフレットをご覧ください
会　場   守山市民ホール 正面玄関ロビー、守山宿 町家「うの家」
料　金 無料
出演：加藤景子、びわ湖ホール声楽アンサンブル、
　　　宮本妥子＆陣内亜紀子＆島田菜摘、
　　　ルシオールウインドオーケストラ金管五重奏団、黒川冬貴＆笹まり恵、
　　　弦楽四重奏（マウロ・イウラート、チプリアン・マリネスク、ゴグア・ザザ、
　　　水野奈美）

●キオスクコンサート

　戦国の世に天下統一を進めた信
長は、多くの武将や家臣からの裏
切りを受けました。そんな中、ど
んな時も同盟者として味方であっ
た徳川家康は、信長にとって頼も
しい存在だったはずです。この展
覧会では、信長を取り巻く人間模
様を「裏切り」をキーワードに紐
解き、その背景や心情・顛末を考
えます。 「徳川家康画像 部分（滋賀県立安土城考古博物館蔵）」

金子三勇士
ⒸSeiichi Saito

横山 奏
Ⓒ平舘平



美術館・博物館

音楽・演劇・舞台・映画

4.22
㊏

音びわ湖ホール声楽アンサンブル第77回定期公演
「言葉とともに」
時14：00 前一般3,300円、青少年（24歳以下）1,650円（全席指定）当同一料
金＊6歳以上入場可、託児サービスあり（有料） 3/11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）▶指揮：田
中信昭（びわ湖ホール声楽アンサンブル名誉指揮者）ピアノ：中嶋香曲目：ハ
イドン作曲オラトリオ「天地創造」より ほか

4.22
㊏

5.21
㊐

6.25
㊐

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500円増※未就学児入場不可、4.22㊏
3/19発売、5.21㊐ 4/22発売、6.25㊐ 5/21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。

4.23
㊐

5.21
㊐

6.18
㊐

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）、毎月1日午前
9時より電話受付開始（5月は5月3日受付開始）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、4月「スパイの妻」、
5月「活きる」、6月「劇映画沖縄」です。

4.23
㊐

音びわ湖の春 音楽祭 2023関連コンサート 米原公演
びわ湖ホール声楽アンサンブル ぶんさんサンクスコンサート

時14：00 前一般2,000円、青少年（24歳以下）1,000円（自由席）当同一料金
※6歳以上入場可 発会滋賀県立文化産業交流会館 小劇場 問0749-52-
5111▶開館して今年で35周年！感謝の気持ちを込めて、うららかな春を
彩るびわ湖ホール声楽アンサンブルの歌声をお届けします。

4.23
㊐

舞「はるいろ音楽会」in中川能舞台
時14：00 前一般1,500円、小学生以下500円、障害者と付添各1名200円（自
由席）当同一料金 発会中川能舞台 問080-7091-7196（エンモ・コン
サーツ）  ▶0歳から入場できる楽しいコンサート。出演：「アケルパム」（改發
麻衣/マリンバ、岸本早耶香/鍵盤ハーモニカ）

4.28
㊎

音第24回彦根エコーオーケストラ定期演奏会
時19：00 前一般3,000円、大学生以下1,500円（自由席）当各500円増※未
就学児入場不可 発会ひこね市文化プラザエコーホール 問0749-27-
5200▶城下町彦根で育まれた珠玉の室内オーケストラ。ハイドンの交響曲
第90番、モーツァルトの交響曲第38番「プラハ」、そしてオーケストラ代表
を務めるホルン奏者の大森啓史が自らソロを務め、モーツァルトのホルン
協奏曲第1番をお贈りします。

4.29
㊏㊗

音清塚信也ピアノリサイタル
スペシャルゲスト：吉田翔平

時14：00 前一般5,500円（全席指定）当同一料金※未就学児入場不可 発会栗東芸術文化会館さきら 大ホール 問077-551-1455▶ジャンルを越え
て活躍するピアノ界の貴公子「清塚信也」のソロコンサート。ゲストにバイ
オリニスト吉田翔平を迎えてお送りします。

4.29
㊏㊗
30
㊐

音びわ湖の春 音楽祭 2023 ～ウィーンの風～
時前詳細は表紙ズームアップをご覧ください。当同一料金 3/18発売会滋賀
県立芸術劇場びわ湖ホール 大・小ホール 問077-523-7136（チケットセン
ター）▶公演数：有料公演 約12公演 出演：阪 哲朗（指揮／びわ湖ホール芸術
監督）、京都市交響楽団、日本センチュリー交響楽団（管弦楽）、鈴木優人、田
中信昭（指揮）、びわ湖ホール声楽アンサンブル ほか

4.30
㊐

音ルシオールアカデミー文化部門
ルシオールユースウインドオーケストラ
第1回定期演奏会

時14：00 前無料※要整理券 会守山市民ホール 大ホール 問077-583-2532
▶守山市民ホールで新設されたルシオールユースウインドオーケストラの
公演をぜひお楽しみください。指揮：森島洋一、武藤千尋

5　月

5.3
㊌㊗

音光永ファミリーコンサート vol.17
時15：00 前一般2,000円、高校生以下1,000円（自由席）当各500円増発会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 小ホール 問077-534-3276（BFS事務
局）▶元京都市交響楽団ファゴット奏者の光永武夫をリーダーに、娘三姉妹
とその家族によるアンサンブルで、家族の絆を音楽で伝えます。過去の演奏会
を振り返り、レスピーギの「ローマの松」を再演。光永里子（フルート）、服部隆
一郎（クラリネット）、松田杏子（打楽器）、服部悦子（ピアノ）、光永秀子（ピアノ）。

5.7
㊐

音第14回エコーホールピアノメンバー演奏会 
ア・ピアチェーレ！

時14：00 前無料（自由席）※要入場整理券 会ひこね市文化プラザ エコーホー
ル 問0749-27-5200▶当館エコーホールピアノメンバーによるタイトル
通り自由でのびのびとしたピアノ演奏会！

5.14
㊐

舞かがやき☆フェスタ2023 舞台発表会
時10：00～16：00 前無料（自由席）会滋賀県立文化産業交流会館 小劇場 
問0749-52-2145（びわこ文化センター）▶びわこ文化センターの受講生に
よる舞台発表。

5.14
㊐

音ショパン＆シューマンピアノ作品全曲演奏シリーズ完結記念
椿佳美ピアノ名曲コンサート第10回記念公演

時14：00 前一般3,000円、学生（大学生以下2,000円）（自由席）当同一料金※
6歳未満入場不可 発会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 小ホール 問077-
526-0011（しがぎん経済文化センター）▶記念すべきシリーズ10回目は、
ショパンの名曲2つのピアノ協奏曲を椿自身の独奏でお贈りします。ワルシャ
ワからパリとショパンと同じ道筋をたどり留学、2010年より4年間でショ
パンのピアノ作品全曲演奏を成し遂げた椿ならではのスペシャル・プログ
ラムをどうかお聴きのがしなく。

5.14
㊐

音江北図書館「音楽の本棚」びわこのーと
時14：00 前一般1,000円（自由席）当同一料金 4/1発売会江北図書館 問0749-
82-4867（江北図書館）  ▶本に囲まれ音に包まれるコンサート。出演：びわこのー
と曲目：琵琶湖周航の歌、大きな古時計、イエスタデイほか

5.14
㊐

音延原武春（指揮）・浅井咲乃（ヴァイオリン）
テレマン室内オーケストラ
A.ヴィヴァルディ「四季」全曲

時14：00 前一般2,500円、高校生以下1,500円（全席指定）当同一料金※未就
学児入場不可 発会 栗東芸術文化会館さきら中ホール 問077-551-1455
▶軽妙なトークとともにバロック音楽をお届けします。曲目：バッハ G線上
のアリア、パッヘルベルカノンほか

5.20
㊏

舞彦根亭みずほ寄席 皐月公演
時14：00 前500円（自由席）当100円増 3/4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。

5.21
㊐

音第12回 ルシオールアートキッズフェスティバル
0歳からのコンサート

時11：00 前500円（全席指定）当同一料金※3歳以上有料。3歳未満保護者1
名につき1名まで膝上鑑賞無料。発会守山市民ホール 小ホール 問077-
583-2532▶出演：大谷圭介.（バリトン）、吉岡奏絵（クラリネット）、道橋倫子
（ヴァイオリン）、小塩真愛（ピアノ）。曲目：ロッシーニ歌劇『セビリアの理髪師』
より“私は町の何でも屋”、久石譲映画「となりのトトロ」より“さんぽ”ほか

5.21
㊐

音第12回 ルシオールアートキッズフェスティバル
オーケストラコンサート

時15：30 前一般2,000円、25歳以下1,000円、高校生および18歳以下500
円（全席指定）当同一料金※3歳以上有料、3歳未満入場不可。発会守山
市民ホール 大ホール 問077-583-2532▶出演：横山奏（指揮）、金子三勇士
（ピアノ）、びわ湖ホール声楽アンサンブル（独唱・合唱）、日本センチュリー
交響楽団（管弦楽）。曲目：リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 ほか

5.27
㊏

音石原忠興 音楽作品展 ～みずうみにひびくコンサート～
時14：00 前一般3,000円、18歳以下1,000円、障害者と付添各1名500円（自由
席）当同一料金 3/27発売会木之本スティックホール 問080-7091-7196（エン
モ・コンサーツ）▶高月町在住の作曲家、石原忠興の作品集。出演：武田優美（Pf.）、
河村典子（Vn.）、横田亜香里（Sop.）、横田麻友子（Pf.）、片岡あづさ（Vn.）ほか

5.28
㊐

舞ラストラーダカンパニー公演「らふぃゆれふぃゆ」
時①11：00、②14：00 前一般2,000円、青少年（24歳以下）1,000円（全席指
定）当同一料金 3/4発売会滋賀県立文化産業交流会館 小劇場 問0749-52-
5111▶音楽家シモシュと道化師のChang、LONTOによる音楽とマイムで
繰り広げる舞台を上演。

5.28
㊐

音＜大人の楽しみ方34＞
タンゴの時間 鈴木大介（ギター）＆北村 聡（バンドネオン）

時14：00 前一般3,300円、青少年（24歳以下）1,650円（全席指定）当同一料
金※6歳以上入場可、託児サービスあり（有料） 3/26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）▶ピアソラ：
リベルタンゴ、カフェ1930 ほか

5.28
㊐

音甲西吹奏楽団 第49回定期演奏会
時14：00 前一般・中学・高校生500円、小学生以下無料（自由席）当一般のみ
200円増 4/1発売会あいこうか市民ホール 問mail：bachtrumpet.bike.dio21@
ezweb.ne.jp（戒能）▶湖南市を中心として活動する吹奏楽団の演奏会

5.28
㊐

音第3回近江シンフォニエッタ演奏会
時14：00 前SS席12,000円、S席6,000円、A席3,000円（全席指定）当同一料金
※未就学児入場不可 3/10発売会栗東芸術文化会館さきら 大ホール 問077-
551-1455▶出演：沼尻竜典（指揮）、久末航（ピアノ）、近江シンフォニエッタ
曲目：モーツァルトピアノ協奏曲第20番、ベートーヴェン交響曲第7番 ほか

6　月

6.3
㊏

音HIMARI×吉田恭子親子Duoコンサート
時14：30 前一般4,500円、高校生以下2,000円（全席指定）当同一料金※未
就学児入場不可 3/18発売会ひこね市文化プラザ グランドホール 問0749-
27-5200▶今、世界が注目するヴァイオリニストHIMARI。ヴァイオリニス
ト吉田恭子との親子デュオコンサートが彦根で開催！

6.3
㊏

音びわ湖ホール 音楽会へ出かけよう！＜一般公演＞
【1日2公演】
時10：30/14：00 前大人1,650円、子ども（小・中学生）550円（全席指定）当  同
一料金※就学児以上入場可、託児サービスあり（有料） 4/23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）▶指
揮：阪 哲朗 管弦楽：京都市交響楽団 独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサン
ブル 脚本・構成：中村敬一

6.3
㊏
音ユース・ブラス・フェスティバル
時13：00 前無料 会あいこうか市民ホール 問0748-62-4127（水口中学吹奏楽
部）▶甲賀市＆日野町の中学校ブラスバンドの合同発表会

6.4
㊐

音大津管弦楽団第143回定期演奏会
時14：00 前一般1,000円、高校生以下500円（自由席）当各300円増 発会大津市民会館 問077-525-1234（大津市民会館）▶今回は、チャイコフス
キーの交響曲第2番をメインに、グリーグの「ペール・ギュント」第1組曲、チャ
イコフスキーの「エフゲニー・オネーギン」より「ポロネーズ」を山川すみ男
の指揮でお届けします。

6.8
㊍

舞令和5年度 ながはま寄席 宮治・わん丈2人会
時18：30 前3,000円（全席指定）当500円増 3/4発売 会長浜文化芸術会
館 問0749-63-7400▶笑点メンバーの桂宮治と滋賀県ではおなじみ三遊
亭わん丈による落語会。



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

音楽・演劇・舞台・映画

滋賀県立美術館
企画展 「小倉遊亀と日本美術院の画家たち展」
4.29㊏㊗～6.18㊐
▶1984年に開館した滋賀県立美術館は、2024年に40周年を迎えます。
これを記念して、当館のコレクション形成に大きく尽力した小倉遊亀と日
本美術院の画家たちを一望する展覧会を開催。
会展示室3 
常設展 特集展示 「川内倫子と滋賀」
開催中～5.7㊐
▶企画展の開催に合わせ、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 「百華爛漫」
3.14㊋～5.7㊐
▶四季おりおりの花を描いた作品を、季節を追いながら紹介します。
会展示室1 
時9：30～17：00（入館は16：30まで） 前【企画展】一般1,200円、
高大生800円、小中生600円。【常設展】一般540円、高大生320
円、中学生以下、滋賀県内居住の65歳以上無料。※企画展、常設
展ともに団体等の割引料金あり。身体障害者手帳お持ちの方は無
料 問077-543-2111
※休館日：月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休館）

大津市歴史博物館
ミニ企画展
「新収蔵品展」
3.7㊋～4.16㊐
▶博物館では、購入・受贈・受託などによって、収蔵品の充実につとめてい
ます。今回は、令和4年度に新たに収集した資料をお披露目します。

ミニ企画展 
「大津絵蔵出し展」
4.18㊋～6.4㊐
▶歴史博物館の大津絵収蔵品を一気に公開。普段はあまり展示できない
大津絵を30点ほどまとめて蔵出しします。

ミニ企画展
「大津の文化財調査中！
　　－未指定文化財調査速報展示－」
6.9㊎～7.2㊐
▶当館では昨年度から市内の寺社に伝わる文化財の包括的な調査を開始
しました。本展では、その調査成果について仏教美術を中心に紹介します。

［いずれも］時9：00～17：00（入館は16：30まで） 前一般330円、
高大生240円、小中生160円 ※団体等の割引料金あり 会常設
展示室内 問077-521-2100
※休館日：祝日を除く月曜日、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
会期中～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。

日本画家「三橋節子」プレ回顧展
＜セツコ・リターン＞
6.24㊏～ 
▶昭和50年（1975年）に35歳で夭折した長等ゆかりの日本画家「三橋節
子」。きたる令和7年（2025年）に没後50年を迎えます。彼女が遺した作品
は、今なお色褪せることなく観る人々の心を打ち続けています。没後50年
を迎えるに当たり、改めてその画業を振り返り、節子の人生と芸術、絵に込
められた思いを辿ります。
［いずれも］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

6.10
㊏

音びわ湖ミュージックフォレストFile1
邦楽 津軽三味線による民謡の世界

時14：00 前一般2,500円、青少年（24歳以下）500円（自由席）当同一料金 
4/8発売会滋賀県立文化産業交流会館 小劇場 問0749-52-5111▶日本大
会や世界大会での優勝経験をもつ若手三名による、津軽三味線と民謡の弾
き語りをお届けします。

6.11
㊐

音やすらぎシネマ22 
梅切らぬバカ

時①10：30 ②14：00 前一般1,000円（全席指定）当200円増※未就学児入
場不可 3/17発売会シライシアター野洲 大ホール 問077-587-1950▶梅
の木が見つめていたのは、親子の絆とかけがえのない日々。大変なことも多
いけど、一緒に過ごす毎日が宝物。監督・脚本：和島香太郎 出演：加賀まりこ、
塚地武雄 ほか

6.11
㊐

音やすらぎシネマ番外編
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16：30 前1,000円（自由席）当200円増※未就学児入場不可 3/17発売会シ
ライシアター野洲 大ホール 問077-587-1950▶※1.28㊏に実施された同公
演未使用チケットをお持ちの方もご入場できます。

6.11
㊐

音ウタのタネin守山 vol.11
時14：00 前大人1,800円、高校生以下800円（自由席）当同一料金※小学生
未満入場無料（要保護者同伴） 発売日未定会守山市民ホール 大ホール 問077-
583-2532▶ウタは人の心をツナグ。あなたの大事な人の心にウタでやさ
しさのタネをまきませんか。素晴らしいアーティスト・仲間と共に大合唱の
歌声を守山市民ホールに、守山市全体に響かせよう！

6.11
㊐

音半﨑美子 明日を拓くコンサート 2023
時15：30 前一般3,500円、高校生以下2,000円（全席指定）当各500円増 
3/11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
▶「ショッピングモールの歌姫」として数々のメディアで取り上げられ話題
となった半﨑美子が愛荘に！

6.11
㊐

音第5回びわ湖音楽祭 in 彦根
時15：30 前一般4,000円、24歳以下・保護者席2,000円（全席指定）当一般
1,000円増、24歳以下・保護者席500円増 4/14発売 会ひこね市文化プラ
ザ 問080-3841-4252（びわ湖音楽祭実行委員会）▶加藤登紀子をむかえ「琵
琶湖周航の歌」を次世代に歌い継ぐ県民参加型コンサート

6.15
㊍
音第248回はつらつコンサート
時14：00 前500円（自由席）当同一料金 発会文芸セミナリヨ 問0748-
46-6507▶今年度最初のコンサートは和太鼓の力強い演奏でお届けします。

6.17
㊏

舞能楽公演 『誓願寺』 味方玄 
～能に描かれた念仏～

時14：00 前S席5,500円、A席5,000円（脇正面）（全席指定）当各500円増 
3/25発売会大津市伝統芸能会館 能楽堂 問077-527-5236▶シリーズ第1
弾は、鎌倉時代の一遍上人と平安時代の和泉式部が誓願寺で出会うという
不思議な物語。歌舞の菩薩として現れた和泉式部の舞を描く大変贅沢で神
秘的な世界をご堪能ください。

6.17
㊏

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 3/17発売
会野洲文化小劇場 問077-587-1950▶懐かしい曲・思い出の曲をリクエス
トください。ソングリーダー宮原春彦と佐々木ゆかが演奏し歌います。

6.17
㊏
音アトリウムコンサートvol.115
時14：00 前無料 会栗東芸術文化会館さきら中ホール 問077-551-1455▶地
元アーティストの登場！シンガーソングライターの佐合井マリ子

6.18
㊐
舞高島文化フェスティバル2023
時13：30～18：30（予定） 前無料（自由席）会藤樹の里文化芸術会館 問0740-
32-2461▶湖西地域を拠点に活動されている団体等による舞台発表。

6.18
㊐

舞桂米朝一門会
時14：00 前3,800円（全席指定）当500円増※未就学児入場不可 3/17発売
会シライシアター野洲 大ホール 問077-587-1950▶恒例・野洲寄席『桂米
朝一門会』予定出演者：南光、塩鯛、米團治、吉弥、天吾です。皆様のお越しを
お待ちしております。

6.18
㊐

音フルートオーケストラ湖笛の会第41回定期演奏会
時14：00 前2,800円（自由席）当200円増 発会栗東芸術文化会館さき
ら 大ホール 問0748-74-0406（湖笛の会）▶昨年6月に40周年を迎えたフ
ルートオーケストラ湖笛の会。その記念コンサートでも見事なタクトを披
露したヤニック・パジェ氏を今回も指揮に迎え、湖笛の会の為に書かれた氏
の新曲をはじめ、オリジナル作品を中心に、さらなる芸術の高みを目指します。

6.22
㊍

音パレルモ・マッシモ劇場 プッチーニ作曲 歌劇『ラ・ボエーム』
時18：30 前SS席32,000円、S席27,000円～D席11,000円、車椅子席18,000
円（全席指定）当同一料金 3/11発売 会滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大
ホール 問03-3544-4577（コンサート・ドアーズ）▶指揮：フランチェスコ・
イヴァン・チャンパ 演出：マリオ・ポンティッジャ 出演：ミミ／フランチェ
スカ・マンゾ（ソプラノ）、ロドルフォ／アゼル・ザダ（テノール）ほか 管弦楽：
パレルモ・マッシモ劇場管弦楽団 合唱：パレルモ・マッシモ劇場合唱団

6.24
㊏

音ワンコインコンサート シリーズ141
時10：30 前500円（自由席）当同一料金 発会文芸セミナリヨ 問0748-
46-6507▶乳幼児から入場可能なコンサート。パイプオルガンとフルート
の共演でお届けします。保護者膝上の乳幼児は無料です。

6.24
㊏

舞人形劇団クラルテ・おひさま劇場
「森のちいくまちゃん」
「わくわくドッキン！こぶたのりんご」
時14：00 前500円（自由席）当100円増 4/22発売 会みずほ文化センター 
問0749-43-8111▶小さなお子様から楽しめる幼児・児童向けの人形劇を
お届けします。

6.25
㊐

舞第29回大津はつらつ寄席
～滋賀・近江ネタ特集～

時14：00 前2,500円（全席指定）当500円増 3/25発売会大津市伝統芸能会
館 能楽堂 問077-527-5236▶滋賀出身の桂三風・近江商人の家訓「三方よ
し」、桂米左「宿屋町」、桂団朝「近江八景」、笑福亭たま「矢橋船」、笑福亭生寿
「これこれ博打」お楽しみに！

6.25
㊐

音「琵琶湖周航の歌」継承事業
「うたつたえ」コンサート
時14：00 前一般1,000円、18歳以下500円（自由席）当各200円増※未就学
児入場不可 5/25発売会高島市民会館 問0740-22-1764▶「琵琶湖周航の
歌」継承事業として、高島市で誕生した名曲「琵琶湖周航の歌」を市内学生お
よびJAZZシンガー深尾多恵子出演の2部制コンサート。

6.25
㊐

音ひこね第九オーケストラ サマーコンサート
時14：00 前1,000円（自由席）当同一料金※未就学児入場不可 4/9発売会ひ
こね市文化プラザ グランドホール 問090-9551-4071（佐々木）▶本格的
なクラシックコンサート。指揮者：塚田隆雄

6.25
㊐

音パトス四重奏団
時14：00 前一般2,500円、中学生以下1,000円、障害者と付添各1名200円
（自由席）当同一料金 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）  ▶出演：上敷領藍子（Vn.）、木下雄介（Va.）、増田喜嘉
（Vc.）、𠮷武優（Pf.）

6.29
㊍

音TAIRIKプロデュース 
古澤 巖の品川カルテット

時15：00/19：00 前一般5,500円（限定300席・1席おきに配置）当同一料金
※6歳以上入場可 3/26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）▶出演：古澤 巖、福田悠一郎（ヴァ
イオリン）、TAIRIK（ヴィオラ）、髙木慶太（チェロ）曲目：ロベルト・ディ・マリー
ノ作品 ほか



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

木下美術館
展示テーマ 「春 ―梅そして桜―」
4.1㊏～5.8㊊
▶当館所蔵の画家たちの梅や桜を描いた作品を中心に公開いたします。

展示テーマ 「木下コレクション展」
5.11㊍～6.19㊊
▶近年注目されている不染鉄の「山海図絵」を中心とした当館所蔵の京
都で躍動した画家たちの作品を一堂に集めて公開いたします。

［いずれも］時10：00～16：00 前500円※WEBクーポンにより
200円引 問077-575-1148
※休館日：火曜日・水曜日

彦根城博物館
特別公開 「国宝・彦根屛風」
4.20㊍～5.16㊋
▶近世初期風俗画の傑作、国宝・彦根屛風を特別公開します。

テーマ展
「彦根藩筆頭家老・木俣清左衛門家の古文書」
5.19㊎～6.20㊋
▶木俣清左衛門家は、江戸時代を通じて家老として井伊家を支えました。
同家に伝わった貴重な古文書を公開します。

テーマ展
「井伊直亮の雅楽器収集―大コレクション形成の現場―」
6.23㊎～7.25㊋
▶彦根藩主井伊直亮の雅楽器コレクション。その収集時期から購入金額
に至るまで、豊富な記録や作品を通じて、実態に迫ります。

［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
※休館日：5.17㊌、7.26㊌

滋賀大学経済学部附属史料館
彦根高商創立百周年記念
「100年に向かう学知と人材育成」
5.8㊊～6.2㊎
▶1922年の勅令によって文部省直轄学校としていわば誕生した彦根高
等商業学校を同時代の世界とアジアに位置づけるとともに、創立期から
の教員と生徒の史話を展示します。【昨年度、秋の展示とほぼ同内容です】

時9：30～16：30 前無料 会1F展示室 問0749-27-1046
※休館日：土・日

滋賀県立安土城考古博物館
令和5年度春季特別展 
「信長と家康 ―裏切る者・裏切らざる者―」
4.29㊏～6.4㊐
▶戦国の世、どんな時も同盟者として織田信長の味方となった徳川家康。
信長にとってその存在は、頼もしいものだったはずです。本展では、信長
を取り巻く人間模様を「裏切り」をキーワードに紐解きます。
会企画展示室
特別陳列 
「蜂屋遺跡―法隆寺ゆかりの古代寺院―」
6.6㊋～7.20㊍
▶栗東市蜂屋遺跡で発見された古代寺院跡より出土した奈良の法隆寺
と同じ文様をもつ飛鳥時代の瓦を紹介します。
会望楼下
時9：00～17：00（入館は16：30まで） 前【特別展】大人900円、
高大生640円、小中生420円、県内高齢者（65歳以上）460円
【特別陳列】大人500円、高大生320円、小中生・県内高齢者（65
歳以上）は無料（ただし、証明書の提示が必要）※いずれも団体等
の割引料金あり、障害のある方は無料（ただし、証明書の提示が
必要）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、5.1㊊
は開館）

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA
企画展 
「林田嶺一のポップ・ワールド」
開催中～5.14㊐
▶1933年に中国満州で生まれた林田嶺一は、幼少期を大連、ハルビン、
上海、青島などで過ごし、その35年後、人生をかけた絵画制作に取り組
み始めました。満州から日本へと引き上げる12歳までの体験や場面を描
いた「満州ポップシリーズ」を展示します。

時11：00～17：00 前一般300円、高大生250円、中学生以下、障
害のある方と付添者1名、無料※団体等の割引料金あり 問0748-
36-5018
※休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日休館）

滋賀県立琵琶湖博物館
ギャラリー展示
プッカプカ美小生物展―ミクロでアートな生きものたち
5.5㊎㊗～6.11㊐
▶微小生物×アート!微小生物を題材にしたポップなキャラクターたちと、
本格的な微小生物の日本画や、巨大ミジンコ「ノロ」のカラダの秘密を見
てみよう。

時9：30～17：00（入館は16：00まで） 前＜常設展示観覧券＞が
必要【常設展示観覧料】大人800円、高大生450円、小中生無料
※団体等の割引料金あり 会企画展示室 問077-568-4811
※休館日：月曜日

草津宿街道交流館
春季テーマ展
「草津今昔ものがたり―古写真でたどる記憶―」
3.18㊏～5.7㊐
▶草津市や地域の写真館が所蔵する古写真とその当時の関連資料から、
草津のまちや人々のくらしの様子の移り変わりをご紹介します。

時9：00～17：00（入館は16：30まで） 前一般200円、高大生
150円、小中生100円※団体等の割引料金あり。史跡草津宿本
陣との共通券もあり。問077-567-0030
※休館日：月曜日・休日の翌平日

佐川美術館
生誕100年 山下清展 ―百年目の大回想
4.8㊏～6.11㊐
▶放浪の天才画家”と言われた山下清の貼絵や油彩、水彩画、ペン画、陶
磁器など、初公開の作品を含め、約190点を展観。
時9：30～17：00（最終入館16：30） 前WEBより事前入館予約
が必要※詳細はホームページよりご確認ください。一般1,200円、
高大生800円、中学生以下無料※要保護者同伴、団体等の割引
料金あり。問077-585-7800
※休館日：月曜日、4.1㊏～4.7㊎、6.12㊊～6.15㊍

栗東歴史民俗博物館
「小杖祭りの祭礼芸能 映像上映と写真パネル展」
開催中～5.7㊐
▶「近江湖南のサンヤレ踊り」を含む「風流踊」がユネスコ無形文化遺産に
登録されたことを記念し、「近江湖南のサンヤレ踊り」の1つ「小杖祭りの
祭礼芸能」を紹介しています。
会ロビー 
小地域展 「手原の歴史と文化」
3.18㊏～5.14㊐
▶栗東市手原地区の歴史・文化を特集します。
会第2展示室 
ユネスコ無形文化遺産登録記念
「小杖祭りの祭礼芸能―栗東の風流踊―」（仮称）
5.27㊏～7.17㊊㊗
▶小槻大社（下戸山）の「小杖祭りの祭礼芸能」も含めた「近江湖南のサン
ヤレ踊り」が、「風流踊」の 1 つとしてユネスコ無形文化遺産に登録された
ことを記念して開催します。
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：3.6㊊～17㊎、5.15㊊～26㊎、月曜日（7.17を除く）、
祝日の翌日（土日祝をのぞく）

滋賀県立陶芸の森 陶芸館
特別企画展
「湯呑茶碗－日本人がこよなく愛したやきもの」
3.11㊏～6.25㊐
▶湯呑茶碗は日本人に最も親しみのある「やきもの」です。本展では、小さ
な器に明治末期から昭和前期の名工や作家が技とこだわりを発揮した、
当館の「坂口恭逸湯呑コレクション」を紹介します。
時9：30～17：00（入館は16：30まで） 前一般550円、高大生410
円、中学生以下無料※団体等の割引料金あり 会陶芸館 問0748-
83-0909
※休館日：月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休館）

MIHO MUSEUM
春季特別展 
「美の祈り Universal Symphony」
3.18㊏～6.11㊐
▶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
福よせ雛
開催中～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。

鯉の凧展
4.27㊍～5.7㊐
▶鯉が描かれた凧を展示します。
［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
東近江の桜 ―中路融人と織田瑟々―
4.8㊏～6.11㊐
▶中路融人と江戸時代の女流画人織田瑟 （々しつしつ）、東近江ゆかりの
二人が描いた桜を紹介します。

収蔵資料紹介展 博物館のお蔵出し
4.22㊏～6.25㊐
▶博物館収蔵資料の中から、普段出番は少ないけれど、興味深いモノた
ちを紹介します。
［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（祝日は開館）、祝日の翌日（土・日をのぞく）

能登川博物館
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。
時10：00～18：00 前無料 問0748-42-6761
※休館日：毎週月・火曜日、3.22㊌、4.28㊎、5.3㊌㊗～5㊎㊗、
5.26㊎

観峰館
みて、うつす。―中国近代の臨書作品―
4.15㊏～6.11㊐
▶観峰コレクションより中国近代の臨書作品を特集します。
時9：30～17：00（入館は16：00まで） 前一般500円、高校生・学生
300円、中学生以下無料 会新館特別展示室 問0748-48-4141
※休館日：月曜日

愛荘町立歴史文化博物館
（仮）「ねがいの歴史－絵馬・算額・連歌－」
4.12㊌～5.21㊐
▶絵馬には大商人などが奉納した有名な絵師作の華やかなものから民
衆が内に秘めた思いを神仏に訴えた素朴なものなどがあります。上達祈
願として算額や連歌も多く奉納されてきました。本展示では愛荘町内の
絵馬・算額・連歌を始め、帝塚山大学附属博物館が所蔵する絵馬もあわせ
て紹介します。

（仮）「お菓子でめぐる近江中山道」
5.31㊌～7.9㊐
▶中山道などの宿場毎やその周辺には、江戸時代や明治時代から現代ま
で続いている名物のお菓子屋が各地で見受けられます。愛荘町の愛知川
宿も例にもれず、現在も3店のお菓子屋が営業されています。本展示では、
中山道のお菓子や名物を紹介し、また愛知川宿の菓子型や焼判、菓子見
本帳なども併せて紹介します。
［いずれも］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 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－」
開催中～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、体験談やモノ資料で紹介します。
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）、6.28㊌～30㊎

ギャラリーギャラリー
滋賀県立公文書館
琵琶湖の水をめぐって
―南郷洗堰から琵琶湖総合開発まで―
開催中～4.20㊍
▶琵琶湖の水をめぐった、治水・利水における上流（滋賀県）と下流（京阪
神）の争いと協調の歴史を紹介します。
時9：00～17：00 前無料 問077-528-3126
※休館日：土日、祝日

大津市伝統芸能会館
第24回 『わたしの打った能面』展
5.3㊌㊗～5㊎㊗
▶伝統文化の「能面」は一見、無表情のようですが、舞台では能楽師によ
り多くの表情で、見事なまでに人間の心理を表現される幽玄の美を心で
ご堪能ください。展示以外に能舞台での能楽も予定しています。
時9：00～16：00（最終日は15：00まで）前無料 会ロビー 問077-
527-5236
※休館日：期間中休みなし

守山市民ホール
現代美術展2023 現代への視点
5.26㊎～6.4㊐
6.28㊌～7.2㊐
▶ゆったりと芸術作品をご鑑賞ください。作家情報などの詳細は会場ま
でお尋ねください。
［いずれも］時10：00～17：00 前無料 会展示室 問077-583-
2532
※休館日：火曜日

甲賀市信楽伝統産業会館
信楽伝統工芸士会展
4.21㊎～5.14㊐
▶信楽焼伝統工芸士会員により、伝統的な技術・技法で制作された信楽
焼の数々を展示します。

土喜友の会展
5.17㊌～6.11㊐
▶信楽町内で作陶をされている、土喜友の会員による作品展。

信楽陶燿会展
6.14㊌～7.9㊐
▶信楽陶燿会員による作品展。
時9：00～17：00 前無料 会企画展示室 問0748-82-2345
※休館日：木曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休館）

藤樹の里文化芸術会館
たかしま着物のくらし展 
～思い出とともに～
3.26㊐～4.2㊐
時9：00～17：00（最終日は15時まで）
▶高島市内から着物とそれにまつわるエピソードを募集した企画展。

高島文化フェスティバル2023
展示 6.9㊎～6.11㊐
時9：00～17：00（最終日は16時まで）（予定）
▶湖西地域を拠点に活動されている団体等による作品展示。
［いずれも］前無料 問0740-32-2461
※休館日：3.27㊊

滋賀県立文化産業交流会館
かがやき☆フェスタ2023 作品展示
5.10㊌～5.14㊐
▶びわこ文化センターの受講生による作品展示。13㊏、14㊐には販売・
体験コーナーを開催。
時9：00～17：00（最終日は16：00まで） 前無料 会ロビー 問0749-
52-2145（びわこ文化センター）



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 3月13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。

4
月
１
日
発
行
・
定
価
６
６
０
円（
税
込
み
）

古来、さまざまな人々をひきつけ、その創造の源・創作の場となっ
てきた近江。特集では、美しいカラーグラビアと歌人・永田和宏氏
の「私の近江、湖国の歌」で近江の和歌・短歌の世界へと誘います。
さらに紀貫之、松尾芭蕉、塚本邦雄らの創作と近江のかかわりも
探ります。また、ユネスコ無形文化遺産に登録された「風流踊」を
ミニ特集。第一人者・植木行宣氏が一から風流踊を紐解きます。

〒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 近江を詠う 近江は詠う

●お問い合わせ・購読のお申し込みは

vol.183 春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5年3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。

観察会・見学会
博物館を飛び出し、実際の里山で季節ごとの自然観察や里山遊
び体験をしよう！
里山体験教室（全4回）
4月23日㊐
7月9日㊐
10月15日㊐
1月21日㊐
いずれも10：00～15：00
■場　　所：野洲市大篠原地先
●対　　象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
●定　　員：30名
●参 加 料：毎回、参加費100円（保険料含む）
●申込方法：事前申込み必要（しがネットもしくは往復ハガキで申込）
　　　　　　［年間4回分一括申込 応募者多数の場合は抽選］
●申込締切：4.4㊋必着
◎共　　催：琵琶湖博物館はしかけ 里山の会

生活実験工房の施設や水田を利用して、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する体験型イベン
トです。田植え
生活実験工房 
田んぼ体験（5月）
5月7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（付き添い含む）※応募者多数の場合は抽選
●参 加 料：無料
●申込方法：事前申込み必要（しがネットもしくは往復ハガキで申込）
●申込締切：4,25㊋必着
※長靴、着替え軍手等をご用意下さい。暑さ対策をお願いします。

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。
ちっちゃな子どもの自然遊び 
4・5・6月
4月19日㊌ タケノコ見つかるかな？
5月17日㊌ 春の田んぼを探検しよう。
6月21日㊌ 雨でも元気に遊ぼう。
いずれも　10：00～14：00（随時）
■場　　所：琵琶湖博物館 生活実験工房
●対　　象：未就学児の子どもと保護者の方
●定　　員：10組（定員に達し次第受付終了、先着順）
●参 加 料：無料
●申込方法：事前申込み必要（しがネットもしくは往復ハガキで申込）
●申込締切：4.7㊎、5.5㊎㊗、6.9㊎（申込開始は開催日の2か月前～）
※飲み物、動きやすい恰好、帽子、着替え、タオル、昼食（雨天の場合は
カッパなど）をご用意下さい。暑さ対策もお願いします。
◎共　　催：琵琶湖博物館はしかけ ちこあそ

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
事前申込制の事業の申込方法
＜申込先＞〒525-0001
　　　　 草津市下物町1091 滋賀県立琵琶湖博物館
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

お問い合わせ

公益財団法人
滋賀県希望が丘
文化公園

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
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
https://www.kiboupark-shiga.or.jp/講 座

琵琶湖博物館のはしかけ制度の概要を説明するとともに、はし
かけ各グループの活動内容を紹介し、はしかけ制度への入会手
続きを同時に行います。
はしかけ登録講座（オンライン）
4月30日㊐～5月14日㊐のうち
任意の時間（1時間30分程度）
■場　　所：琵琶湖博物館 オンライン開催
●対　　象：どなたでも（14歳未満は保護者同伴）
●定　　員：なし
●参 加 料：無料（登録時にボランティア保険登録料350円が必要です。）
●申込方法：事前申込み必要（しがネットで申込）
●申込締切：4.28㊎
※他の登録条件は当館Webページをご覧ください

お問い合わせ／申込先

八日市文化芸術会館 〒527-0039 東近江市青葉町1番50号
TEL：0748-23-6862 FAX：0748-23-6863

出演者・スタッフ
ミュージカル出演者・制作スタッフを募集します！
昨年公演し、好評をいただきました聖徳太子ミュージカル「日
出ずる国厩戸皇子」をさらにバージョンアップして再演いたし
ます。
東近江創作ミュージカル2023
出演者・スタッフ大募集！
4月15日㊏～6月4日㊐ 締め切り
■場　所：八日市文化芸術会館
●対　象：小学校3年生以上（50名程度）
※応募方法などは、会館ホームページへ！

自然観察会
自然とふれあいワクワク体験！五感を研ぎ澄まそう。
希望が丘自然観察会
①春の鳥たち
②梅雨時のキノコたち
①4月15日㊏ 
②7月2日㊐
各回 9：30～12：30
■場　　所：滋賀県希望が丘文化公園 青年の城
●対　　象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●定　　員：各回30名
●参 加 料：各回ひとり400円
●申込方法：  HPをご覧ください。

自然とあそぼう
春・夏をテーマに自然を楽しみながら気づきや学びの機会を提
供します。
ちびっこファミリー自然とあそぼう
①新緑の森であそぼう
②初夏のいきものさがし
①5月28日㊐ 
②6月17日㊏
各回 10：00～12：00
■場　　所：滋賀県希望が丘文化公園 青年の城
●対　　象：3歳～小学3年生の幼児・児童とその家族
●定　　員：各回30名
●参 加 料：各回ひとり300円
●申込方法：  HPをご覧ください。

ハイキング
自然豊かな希望が丘と周辺地域を楽しくハイキングします。
希望が丘ハイキング
①② ※コース等詳細は追ってHP等でご案内します
①4月15日㊏ 
②6月18日㊐
各回 9：00～14：00
■場　　所：滋賀県希望が丘文化公園
●対　　象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●定　　員：各回30名
●参 加 料：各回ひとり400円
●申込方法：  電話、FAX、Eメールのいずれかで、参加者者全員の氏名・

代表者の郵便番号・住所・年齢・電話番号・FAX番号をお知
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

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

講　座
～オペラ・バレエ・古典芸能～
初心者向け トライアングル講座
vol.5（バレエ編）
4月23日㊐ 
14：00
■場　所：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール リハーサル室
●対　象：6歳以上入場可
●参加料：全3回通し券3,300円
　　　　　1回券1,650円（3.25㊏発売）

お問い合わせ／申込先

滋賀県立
文化産業交流会館

〒521-0016 米原市下多良2-137
TEL：0749-52-5111 FAX：0749-52-5119
https：//www.s-bunsan.jp/

講　座
「竹生島」を題材に、身近な地域の文化資源を劇場や公演に取り
入れ、活かす方法を様々な角度から探ります。
アートマネジメント人材養成講座
　「地域の文化資源の劇場への活かし方
　　　　　　　　　　　～竹生島を題材に～」
第2回 地域の歴史遺産と芸能
　　  ～芸能史から見た滋賀～
5月21日㊐ 
14：00～16：00
■場　　所：滋賀県立文化産業交流会館 会議室1
●講　　師：  小林昌廣（IAMAS：情報科学芸術大学院大学教授）
●ゲ ス ト：  坂口泰章（長浜城歴史博物館学芸員）
●対　　象：  どなたでも
●定　　員：30名
●参 加 料：無料
●申込方法：  名前、住所、電話番号、Eメールをご記入のうえ、Fax、ホー

ムページ内申込フォーム、電話でお申込みください。

文化・経済フォーラム滋賀では、文化で滋賀を明るく元気にし、活力あふれる地域社会の実現に貢献して
いる団体または個人に対して、感謝と今後の活動を期待して、「文化で滋賀を元気に！賞」を贈呈しています。

2022文化で滋賀を元気に！賞 決定

大　賞

画伯の遺言を
今に活かし

未来に繋ぐ活動
文化賞

末富 孝也さん
（企画舎 羅針盤 代表）

大津市

各　賞
子どもたちに感動体験を贈る文化賞

あしながほほえみプロジェクト（長浜市）

百名山伊吹山の花を救おう文化賞
伊吹山もりびとの会（米原市）

猫とアートで地域を繋ぐ文化賞
一般社団法人コニャンナーレ（湖南市）

文化・経済フォーラム滋賀事務局 
（（公財）びわ湖芸術文化財団内）

URL：https://www.biwako-arts.or.jp/rd/bunkakeizai
TEL：077-523-7146　FAX：077-523-7147

お問い合わせ

ギャラリー
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