第50回

滋賀県芸術文化祭 参加事業のご案内

参加事業とは、県民の文化芸術活動を一層推進するため、滋賀県芸術文化祭の期間中に開催される、文化団体等が自主的に行う公演や行
事等で、滋賀県芸術文化祭実行委員会において承認を受けた事業です。 ※日時・会場等は変更となる場合があります。ご確認のうえお出かけください。
■美術 ■音楽 ■演劇 ■洋舞 ■文芸 ■伝統芸能 ■伝統文化 ■メディア芸術 ■文化一般

大津エリア
気軽にクラシック23
魔法のピアノ
〜田中正也と巡る60分世界音楽紀行〜
9月6日
（日）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般1,000円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
第46期
〔秋期〕
KEIBUN文化講座
9月11日
（金）
〜12月11日
（金）10：30〜12：00
カ❷旧大津公会堂
リ1講座全6回11,000円
ト077-526-0011
〔しがぎん経済文化センター〕
びわ湖ホール声楽アンサンブル第71回定期公演
9月12日
（土）14：00
カ❶びわ湖ホール 大ホール
リ一般3,000円、
青少年
（25歳未満）
1,500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
第40回記念滋賀県書展
9月18日
（金）
〜9月22日
（火・祝）
10：00〜17：00
（最終日は15：00まで）
カ❸大津市歴史博物館❹大津市立市民文化会館
リ無料
ト080-2543-0789〔（公社）滋賀県書道協会県書展事務局〕
アンサンブルの楽しみ
〜演奏家のつどい〜 vol.12
9月21日
（月・祝）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール リ500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
気軽にクラシック24
新しきチェロの煌めき 上村文乃
9月28日
（月）14：00
カ❶びわ湖ホール 大ホール リ一般1,000円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演vol.13
10月3日
（土）15：00
カ❶びわ湖ホール 大ホール
リS席4,500円、
A席3,500円、
B席2,500円
ト06-6848-3311
〔センチュリー・チケットサービス〕
野村万作・野村萬斎狂言公演
10月4日
（日）①13：00 ②17：00
カ❶びわ湖ホール 中ホール
リS席6,500円、
A席5,500円
青少年
（25歳未満）
4,000円
シアターメイツ2,000円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕

古典への招待12
古楽アンサンブル
《アントネッロ》
「モンセラートの朱い本」
10月17日
（土）14：00
カ❶びわ湖ホール 中ホール
リ一般4,000円、
青少年
（25歳未満）
1,500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
レインボーミュージックスクール発表会
10月17日
（土）未定
カ❼奏美ホール リ無料
ト070-5651-5107〔レインボーミュージックスクール〕
種をまくプロジェクト2020 びわ湖・滋賀の風景展
10月20日
（火）
〜10月26日
（月）9：00〜17：00
カ❽しがぎんホール リ無料
ト077-523-7146〔（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕
村治佳織ギター・リサイタル
10月24日
（土）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般5,000円、
青少年
（25歳未満）
1,500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
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
（5）
10月25日
（日）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般3,000円、
学生
（大学生以下）
2,000円
ト077-526-0011
〔しがぎん経済文化センター〕
第41回滋賀県高等学校総合文化祭 弁論部門
10月29日
（木）9：00〜12：00
カ❾滋賀県立膳所高等学校 リ無料
ト077-523-2311
〔滋賀県高等学校文化連盟〕
第41回滋賀県高等学校総合文化祭 放送部門
10月30日
（金）9：00〜16：50
カ❿大津市生涯学習センター リ無料
ト077-523-2311
〔滋賀県高等学校文化連盟〕
第41回滋賀県高等学校総合文化祭
小倉百人一首かるた部門
10月30日
（金）
カ❾滋賀県立膳所高等学校 リ無料
ト077-523-2311
〔滋賀県高等学校文化連盟〕
「紡ぐ音」
岡本佐紀子・江戸聖一郎
〜プーランク、
松平頼則〜
10月31日
（土）14：00
カ❼奏美ホール
リ2,500円※未就学児入場不可
ト077-524-2334
〔奏美ホール〕

オペレッタ
「メリー・ウィドウ」
ハイライト

ミロ・クァルテット
（弦楽四重奏）

10月4日
（日）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般4,000円、
学生
（大学生以下）
2,000円
ト077-526-0011
〔しがぎん経済文化センター〕

11月1日
（日）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般4,500円、
青少年
（25歳未満）
2,500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕

びわ湖の午後57
郷古 廉×横坂 源×北村朋幹 ピアノ三重奏
10月10日
（土）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般4,000円、
青少年
（25歳未満）
1,500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
第73回素謡と仕舞のつどい
10月11日
（日）9：30〜17：30
カ❺大津市伝統芸能会館 リ無料
ト077-522-1048
〔大津謡曲同好会 / 北村〕
日本民謡晃和会第36回民謡発表会
10月11日
（日）10：00〜16：00
カ❻大津市民会館 小ホール リ無料
ト077-534-2790
〔日本民謡晃和会 / 中嶋〕
湖南ダンスカンパニー×糸賀一雄記念賞音楽祭ユニット公演
うみ
音と身体で綴る叙情詩
「湖」
10月11日
（日）14：00
カ❶びわ湖ホール 中ホール
リ大人1,000円、
子ども
（4歳〜中学生）
500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕

びわ湖に響け！
淀川工科高校吹奏楽部 びわ湖大津秋の音楽祭公演
11月3日
（火・祝）14：00
カ❶びわ湖ホール 大ホール
リS席2,000円、
A席1,500円
（当日は各500円増）
ト077-528-2501〔びわ湖大津秋の音楽祭運営協議会事務局〕
がまの油口上発表会
11月8日
（日）10：00〜11：30
カ⓫こうぜんビル2F リ無料
ト090-8146-9818〔近江国伊吹山がまの油口上保存会 待〕

カ会場 リ料金 トお問い合せ先

前橋汀子カルテット
（弦楽四重奏）
11月21日
（土）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般4,500円、
青少年
（25歳未満）
2,500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
葵トリオ
（ピアノ三重奏）
11月22日
（日）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般4,000円、
青少年
（25歳未満）
1,500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
久末航ピアノ・リサイタル
11月27日
（金）19：00
カ❶びわ湖ホール 大ホール
リ一般3,500円、
学生
（大学生以下）
2,000円
ト077-526-0011
〔しがぎん経済文化センター〕
第8回津軽三味線・津軽民謡全国大会
11月28日
（土）
〜11月29日
（日）10：00〜20：00
カ❻大津市民会館 大ホール
リ前売2,500円、
当日3,000円※全席自由席
ト090-4304-5343〔NPO法人日本伝承芸能舞台芸術振興会 / 山口〕
大人の楽しみ方28 アヌーナ
12月4日
（金）19：00
カ❶びわ湖ホール 大ホール
リS席4,000円、
A席3,000円
青少年
（25歳未満）
1,500円
シアターメイツ750円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
五島記念文化賞オペラ新人賞研修成果発表
山本康寛テノール・リサイタル
12月5日
（土）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール リ一般3,000円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
ジュスカ・グランペール スペシャル・ライブ
12月6日
（日）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般3,500円、
学生
（大学生以下）
2,000円
ト077-526-0011
〔しがぎん経済文化センター〕
名曲コンサート
華麗なるオーケストラの世界 vol.3
ハイドン×モーツァルト×ベートーヴェン
12月6日
（日）15：00
カ❶びわ湖ホール 大ホール
リ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
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕
令和2年度 現代大津絵展
12月8日
（火）
〜12月13日
（日）9：00〜17：00
（初日は12：30〜、
最終日は15：30まで）
カ❸大津市歴史博物館 企画展示室B リ無料
ト077-536-5911
〔日本大津絵文化協会 / 山下〕
男声カルテット・メリーフェローズ
「第33回コンサート」
12月13日
（日）13：30〜15：30
カ❿大津市生涯学習センター リ無料
ト077-573-5677〔男声カルテット・メリーフェローズ / 笠谷〕
ねのとし書人展
12月18日
（金）
〜12月20日
（日）
9：30〜17：00
（最終日は15：00まで）
カ❸大津市歴史博物館 リ無料
ト090-5259-9585
〔ねのとし書人展実行委員会〕
オペラ講座
『ローエングリン』

11月8日
（日）13：00〜14：30
カ⓫こうぜんビル2F リ無料
ト090-8146-9818〔滋賀県南京玉すだれ保存会 待〕

①12月19日
（土）②1月17日
（日）③1月24日
（日）
14：30〜16：30
カ⓬コラボしが21 3階 大会議室
リ全3回通し券3,000円、
1回券
（当日のみ）
1,500円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕

アマチュアギタリストの集い

びわ湖☆アートフェスティバル BAF2020 クリスマス

11月8日
（日）13：30
カ❼奏美ホール
リ1,500円
（要予約）
ト077-524-2334
〔奏美ホール〕

12月20日
（日）
カ❶滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 全館
リ無料
（一部有料公演あり）
ト077-523-7146〔（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕

南京玉すだれ発表会

第55回記念滋賀県硬筆作品展覧会

しが

12月24日
（木）
〜12月27日
（日）9：00〜17：00
（24日は13：00〜、
最終日は16：00まで）
カ❸大津市歴史博物館 企画展示室 リ無料
ト080-2543-0789〔（公社）滋賀県書道協会 / 前田〕

文化芸術×共生社会プロジェクト
モデル事業
誰もが、気軽に舞台芸術に親しみ、感動を分
かちあえる公演をお贈りします。
リラックスパフォーマンス

ほうらい

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート2020-2021

ようこそ、バレエの世界へ

12月31日
（木）開演時間未定
カ❶びわ湖ホール 大ホール
リSS席8,500円、
S席7,000円、
A席5,500円
B席4,000円、
C席3,000円
青少年
（25歳未満）
S 〜 C席2,000円
ト077-523-7136
〔チケットセンター〕

わに
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477

琵琶
湖
大橋

大津エリア

2021年1月10日
（日）14：00
カ❶びわ湖ホール 小ホール
リ一般1,000円、
18歳以下500円
（当日各500円増）
ト077-523-7146〔（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕

叡
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ラ
イブ
ウェイ

第20回記念滋賀県書き初め大会

甲賀エリア
第52回水口高校吹奏楽部定期演奏会
9月27日
（日）14：00〜16：00
カ あいこうか市民ホール リ無料
ト0748-62-4104
〔水口高校吹奏楽部〕
※来客者を限定する場合や中止にする場合があります

おごとおんせん

161
さかもと
ひえいざんぐち

10月10日（土） 15時開演
滋賀県立文化産業交流会館（米原市）
問：滋賀県立文化産業交流会館
TEL：0749-52-5111

湖南ダンスカンパニー ×
糸賀一雄記念賞音楽祭ユニット公演
うみ
音と身体で綴る叙情詩「湖」

ひえいざん
さかもと

京阪
石
山坂
本線

比叡山ドライブウェイ

2021年1月11日
（月・祝）9：00〜17：00
カ❿大津市生涯学習センターホール
リ中学生以下500円、
高校生1,000円
ト090-4293-8367〔（公社）滋賀県書道協会 / 井岡〕

かたた

湖
西
線

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2020
（振替公演）

からさき

草津市
大津市

おおつきょう

❹
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❽ ❶
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「文化芸術×共生社会プロジェクト」
モデル事業
ヘレン・ケラー〜ひびき合うものたち
10月25日
（日）14：00〜16：00
カ 甲賀市碧水ホール
リ一般2,000円、
青少年
（25歳未満）
1,000円、
障害者手帳をお持ちの方1,000円
ト077-523-7146〔（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕

みなみくさつ

ぜぜ

おおつ

近江大橋

❾❿

京阪京津線 大津I.C.

せた

いしやま

第41回滋賀県高等学校総合文化祭 郷土芸能部門
11月3日
（火・祝）14：00〜16：00
カ あいこうか市民ホール
リ無料
ト077-523-2311
〔滋賀県高等学校文化連盟〕

1

photo by 大西暢夫

10月11日
（日） 14時開演
びわ湖ホール（大津市）
問：びわ湖ホールチケットセンター
TEL：077-523-7136

舞台の感動わかち合い

東京演劇集団 風

ヘレン・ケラー〜ひびき合うものたち

いしやまでら
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オンライン

瀬田西 I.C. 瀬田東 I.C.

422

第52回滋賀県工芸美術協会展 On Line Exhibition
12月1日
（火）
〜12月31日
（木）
リ無料
ト077-564-1074
〔滋賀県工芸美術協会 / 三原〕

野洲市

10月25日
（日） 14時開演
甲賀市碧水ホール

竜王I.C.

問：びわ湖芸術文化財団地域創造部
TEL：077-523-7146

4777

竜王町

ら

線
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甲賀市
甲南I.C.

甲賀土山I.C.
こうか

しがらき

対象事業
2020年7月17日（金）〜2021年1月17日（日）に
実施する事業等
締
切 令和2年9月13日（日）
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新型コロナウイルス感染症対策を
実施しながら再開する文化活動に対
して上限20万円を補助します。

あぶらひ

①活動拠点が県内の個人、団体
②収入を伴う文化活動実績があり、現在も同等の活
動を行っている。
③新型コロナウイルスの影響で展覧会や公演などの
活動機会が失われていること
などの条件があります。

対象事業例
○出品予定の展覧会が中止となり、感染症対策を
行って、新たに展覧会を開催する。
○出演予定の演奏会が中止となり、改めて演奏会を
インターネット上で公開する。
※公演等が来年度になる場合も、準備作業が対象に
なります。実演家だけでなく、技術スタッフ、舞
台スタッフの方も対象です。

お問い合わせ・申込先
「未来へつなぐ しが文化活動応援事業」
事務局
大津市打出浜15-1 （公財）
びわ湖芸術文化財団内
TEL：077-523-7146
E-mail：c-support＠biwako-arts.or.jp
https://www.biwako-arts.or.jp/rd/recruit/23210.html

滋賀県芸術文化祭50回記念事業

典
若き
湖国の ストたちの祭
ィ
アーテ

１．50回記念賞の贈賞
主催事業3事業（美術展・写真展・文学祭）の記念賞として滋
賀県芸術文化祭50回記念賞を各事業につき1点、副賞5万円とと
もに授与します。

２．記念講演会の開催
「近江と芭蕉 〜琵琶湖に魅せられた俳聖〜」
（滋賀文学会会長・フォトエッセイスト）
講師：岡本 光夫氏
《五月雨に鳰の浮巣を見に行かむ》
旅の俳諧師・松尾芭蕉。どうして膳所の義仲寺に
お墓があるのか。そこには、近江の門人たちが企
てた芭蕉の争奪戦があった。
芭蕉は、今も、さざなみの湖水のほとりに眠って
いる・・・・
●開催日時：11月8日（日）13：00
●会
場：滋賀県立図書館 大会議室
●入場無料：定員50名（事前予約制）。電話（077-523-7146）か
メール（awaumi＠biwako-arts.or.jp）でお申し込みください。
●申込期間：10月24日（土）〜11月6日（金）
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３．芸術文化祭に関連する図書資料などを展示します。

ϙʖϩ %$)ζϣωΠΨʖίηφϧʀϓΥητΡώϩ

県立図書館において、主催事業の滋賀県文学祭の優秀作品を毎
年収録する『滋賀文学』や滋賀県美術展覧会の50回時に発行さ
れた記念誌、また滋賀県芸術文化祭参加団体を中心とした文化活
動に関連する冊子などを展示するコーナーを特設します。
●開催期間：10月31日
（土）〜11月29日（日）
（予定） など
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第５２回

On Line Exhibition
12月1日（火）〜12月31日（木）

公益社団法人

事務所 〒520‑0853 大津市螢谷1−37−902
Tel 09088889634 http://www.syodo.or.jp/

一歩先ゆくデジタルプリント技術

職人おりmass 。
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hoto
rint

あらゆる印刷媒体で情報社会をリードする

大津紙業写真印刷株式会社
OSPP

〒520-2152 大津市月輪一丁目9-33
TEL.077-544-0190（代） FAX.077-543-1460
e-mail info@ospp.co.jp hp https://www.ospp.co.jp/
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芸術文化祭奨励賞有（踊り・音頭 両部門）

「伝統芸能を守ろう」大津江州音頭保存会
桜川伯山一門会、代表 待（まつ）文麻呂 090−8146−9818
関連保存会 伊吹山ガマの油の口上保存会・滋賀県南京玉すだれ保存会

第 ９回

育てよう子どもの書・確立しよう自分の書

回 滋賀県芸術文化祭に協賛しています

滋賀県工芸美術協会展

郷土芸能

第

滋賀県工芸美術協会展

077-523-7146
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滋賀県ヤング写真展覧会

9月13日（日）〜9月20日（日）
※9月14日
（月）休館

主催 滋賀県写真連盟

草津市立草津クレアホール

世界に羽ばたくダンサーをめざして！
！

http://beauty.geocities.jp/shigayoubu/

6 月 6 日は《いけばなの日》

滋賀県花道協会
文 具・事 務用品・オフィス家 具

株式会社
〒520‑0043 大津市中央一丁目６番２４号 FAX. 077（526）1615 TEL. 077（524）2746（代）

ホームページ「文具のタナカヤ」で

検索

