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問�文化・スポーツ課　☎（582）1169　5（581）2733

５月11日（土）・12日（日）

★各会場へは無料バスをご利用ください。�
　市民体育館へは市民ホール前で降車、チカ守山へはJ�R守山駅西口で降車、守山宿・町家“うの家”へはあまが池プラ
ザ前で降車してください。

　市民ホール、市民体育館、市立図書館、あまが池プラザ・親水緑地、
守山宿・町家“うの家”、チカ守山、佐川美術館で開催します。12日
（日）のスケジュールは次頁をご覧ください。

無料バスのご案内（12日のみ）

ルート２

あまが池プラザ前
始発：午前8時50分発
最終：午後4時40分発

JR守山駅西口
始発：午前8時45分発
最終：午後5時45分発

市民ホール前
午後1時45分発

佐川美術館前
午後4時発

市民ホール前
始発：午前9時発

最終：午後6時15分発

　１５分ごとに運行（午後４時4５分以降は不規則）

ルート１

ルート３

市民ホール前
午前10時発

午後0時35分発
午後1時50分発
午後3時10分発
午後3時30分発

市立図書館前
午前10時10分発
午後0時45分発

午後2時発
午後3時20分発
午後3時45分発

5.11土 ルシオールブラスフェス
開演までの時間、龍谷大学吹奏学部のアンサンブル演奏をお楽しみください。

市民ホール大ホール 入場無料 開場 正午

プログラム
午後0時30分 オープニング 午後2時15分 6.立命館守山中学校
午後0時35分 1.守山市民吹奏楽団 午後2時30分 7.市立明富中学校
午後1時 2.県立守山北高等学校 午後2時45分 8.立命館守山高等学校
午後1時15分 3.市立守山中学校 午後3時 9.市立守山南中学校
午後1時30分 4.市立守山北中学校 午後3時45分 10.龍谷大学吹奏楽部
午後1時45分 5.県立守山中学校 午後4時20分 11.高校生・中学生と龍谷大学の合同演奏

合同演奏曲目
♪行進曲「錨をあげて」　♪「どこまでも�～HOW�Far�I'll�Go～」（映画「モアナと伝説の海」主題歌）
♪「リトルマーメイドメドレー」　♪「海の見える街（映画『魔女の宅急便』より）」　
♪「パイレーツ・オブ・カリビアン」

ホームページ

※�時間は目安です。予告なく変更または進行により前後する場合があります。また、満席時は入場をお断りする場
合があります。
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市民ホール
大ホール

小ホール

ロビー

展示室

市民体育館

市立図書館

守山宿・町家
“うの家”

あまが池プラザ・
親水緑地

チカ守山

佐川美術館
入館料要

10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

０歳児からのコンサート
ソプラノ＆ヴァイオリン＆
ピアノによる音楽の玉手箱
時�午前10時４５分～11時３0分
￥�５00円（全席指定・税込み）

ルシオール
名曲コンサート
時�午後0時４５分～1時３0分
￥�大人：1,000円
　2５歳以下：５00円
　（全席指定・税込み）
※�３歳未満入場不可

ルシオール
オペラコンサート
時�午後３時３0分～４時2５分
￥�大人：1,000円
　2５歳以下：５00円
　（全席指定・税込み）
※�３歳未満入場不可

守山音楽連盟
時�午後１時～

1時３0分
￥�無料

びわ湖
音楽家協会
時�午後２時４５分

～３時1５分
￥�無料

守山市
文化協会
時�午後４時４５分

～５時1５分
￥�無料

ホール
キオスク１
時�午前10時
～10時３0分

￥�無料

ホール
キオスク２
時�午前11時４５分
～午後０時1５分

￥�無料

ホール
キオスク３
時�午後１時４５分

～２時1５分
￥�無料

ホール
キオスク４
時�午後５時３0分

～６時
￥�無料

初めて触れる楽器体験
ワークショップ（打楽器）
時�午後２時1５分～３時
￥�５00円（税込み）

初めて触れる楽器体験
ワークショップ（弦楽器）
時�午後２時～２時４５分
￥�５00円（税込み）

図書館キオスク
時�午後２時３0分

～３時
￥無料

“うの家”
キオスク２
時�午後２時
～２時３0分

￥無料

“うの家”
キオスク３
時�午後３時３0分

～４時
￥無料

“うの家”
キオスク１
時�午前11時
～11時３0分

￥無料

チカ守山
キオスク
時�午後３時
～３時３0分

￥無料

ミュージアム
キオスク
時�午後２時
～２時３0分

￥無料（入館料要）

指揮：角田 鋼亮
管弦楽：日本センチュリー交響楽団
曲目／ビゼー：「カルメン組曲」より
　　　メンデルスゾーン：交響曲第４番
　　　作品90「イタリア」

指揮：角田 鋼亮　管弦楽：日本センチュリー交響楽団
基村 昌代（ソプラノ）、二塚 直紀（テノール）
合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
曲目／モーツァルト：「フィガロの結婚」より「序曲」「楽しい思い出はどこに」
　　　ドニゼッティ：「愛の妙薬」より「人知れぬ涙」
　　　マスカーニ：「カヴァレリア・ルスティカーナ」より「間奏曲」、「復活祭の合唱」
　　　ヴェルディ：「アイーダ」より「清きアイーダ」「勝ちて帰れ」
　　　ヴェルディ：「仮面舞踏会」より「ああ何と心地よいときめきが」

ヴァイオリンと琴の
コラボレーション
出演：eRika（ヴァイオリン）
　　　佐竹 裕介（ピアノ）
　　　 石原 雅楽栄、江森 雅楽

佳、清水 雅代、後藤 雅
楽敏（以上 琴）

曲目／�パガニーニ：チェントー
ネ・ディ・ソナタ
�サラサーテ：ツィゴイ
ネルワイゼン
（以上�ヴァイオリン）
時鳥の曲（琴）
湧き出づる力（同）
編曲「春の海」
（ヴァイオリンと琴）

出演：栗原 未和（ソプラノ）
　　　萩原 合歓（ヴァイオリン）、萩原 吉樹（ピアノ）
曲目／葉加瀬�太郎：情熱大陸
　　　エルガー：愛の挨拶
　　　モンティ：チャルダッシュ
　　　�オッフェンバック：歌劇「ホフマン物

語」より「オランピアの唄」ほか

花子さん豪華客船の旅に出る
出演：宇野 真由美、中北 佳用子
　　　中谷 美穂子、西村 直美
　　　（以上 ピアノ）
　　　島田 尚子（ピアノ、花子さん）
　　　コーラス有志
曲目／シテール島への船出�ほか

地中海周遊クルーズ
出演：永山 直子（ピアノ）、桑原 真紀子（ソプラノ）
　　　吉田 優香里（ファゴット）、吉田 桂子（ピアノ）
曲目／ドビュッシー：喜びの島
　　　サルトーリ：タイム�トゥ�セイ�グッバイ
　　　チマーラ：海の民謡
　　　ビゼー：オペラ「カルメン」より�ほか

宮本 妥子（マリンバ・打楽器）＆
後藤 ゆり子（マリンバ）＆塩見 亮（ピアノ）
曲目／ドビュッシー：喜びの島
　　　ヴルフ：ローマの朝
　　　�マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・

ルスティカーナ」間奏曲�ほか

若林 かをり（フルート）＆若林 千春（ピアノ）
曲目／ドビュッシー：小舟にて
　　　ビゼー：間奏曲（「カルメン」より）
　　　フォーレ：シシリア―ノ
　　　ラヴェル：「５つのギリシャ民謡」より
　　　ファリャ：「７つのスペイン民謡」より

びわ湖ホール声楽アンサンブル
大川 修司（指揮）、掛川 歩美（ピアノ）
曲目／マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より「オレンジの花は香り」
　　　レオンカヴァッロ：朝の歌、デンツァ：フニクリ・フニクラ
　　　クルティス：忘れな草、ホームソングメドレー�イタリア編（「サンタルチア」ほか）

加藤 景子
（ジャズピアノ）
曲目／８0
日間世界一
周�ほか

体育館内の弓道場で開催

＜Akdeniz sounds＞によるトルコ伝統音楽
出演：太平 清（サズ＆タンブール）、笠松 泰洋（オーボエ＆ズルナほか）、立岩 潤三（パーカッション）

異国幻燈舎
演目：幻燈舎版
　　　「銀河鉄道の夜」

弦楽四重奏
上敷領 藍子（ヴァイオリン）、根垣 りの（ヴァイオリン）
後藤 彩子（ヴィオラ）、水野 奈美（チェロ）
曲目／モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより第１楽章�ほか

迎 肇聡（バリトン）＆高島 春樹（電子ピアノ）
曲目：闘牛士の歌、オー・ソレ・ミオ

弦楽四重奏
上敷領 藍子（ヴァイオリン）、根垣 りの（ヴァイオリン）
後藤 彩子（ヴィオラ）、水野 奈美（チェロ）
曲目／モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより第１楽章
　　　プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より「誰も寝てはならぬ」�ほか

キッズ＆マルシェプラザ
午前10時～午後３時30分（開場および受付開始午前９時30分）

トルコ文化交流プラザ
午前10時30分～午後３時30分

チカ守山音楽広場　午前11時～午後６時

まちなか熱狂ステージ　ライブ＆マルシェ　午前11時30分～午後４時

木梨 憲武展「Timing～瞬間の光り～」
開館時間：午前９時30分～午後５時（入館は午後４時30分まで）
入館料／一般：1,000円（８00円）、高大生：６00円（４00円）
※（�）内は20人以上の割引料金。中学生以下無料（保護者の同伴要）

５.12　　会場・コンサートスケジュール日
※�出演者・時間・予定プログラムなどは事前予告なしに変更になる場合があります。
　また会場によっては入場をお断りさせていただく場合があります。予めご了承願います。
　有料チケットのお問い合わせは、市民ホール〔☎（583）2532〕まで。
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