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市制施行 50 周年記念 

第 10 回ルシオール アート キッズフェスティバル 

～マチ・ヒト・ミライ ルシオールでつながる祝祭の輪～  

 

 

●テーマ   マチ・ヒト・ミライ  ルシオールでつながる祝祭の輪  
    
●開催日   令和３年５月 30 日（日） 
 
●場所   守山市民ホール、立命館守山中学校・高等学校、守山市立図書館  

あまが池プラザ・親水緑地、もりやまエコパーク交流拠点施設  
守山宿町家“うの家”、大庄屋諏訪家屋敷  

 
●今年度の特徴  
 中止となった前回の内容を引き継ぎながら、さらにパワーアップし市内７つの会場で

開催！４月 17 日にオープンしたばかりのもりやまエコパーク交流拠点施設でもミニコ
ンサートを開催するなど、市制施行 50 周年を祝し、市内全域で盛り上げます。 
 
 ♪ 低価格でトップレベルの音楽が鑑賞できる  
   メインコンサートでは指揮者にメディアにも多数取り上げられている三ツ橋敬

子を迎え、ピアニスト  イリーナ・メジューエワ、びわ湖ホール声楽アンサンブ
ル、名門日本センチュリー交響楽団が出演。祝祭をテーマにした豪華な１時間の

コンサートが大人 1,500 円、25 歳以下 1,000 円の低価格で楽しめます。  
 
♪ 県内有名美術館の学芸員によるワークショップ  
  佐川美術館、MIHO MUSEUM、滋賀県立陶芸の森、滋賀県立美術館の学芸員が子

供向けアート体験コーナー「キッズ  アート スポット」に集結。子供たちの感
性を刺激するアートワークショップがたくさん楽しめます。  

 
♪ 吹奏楽ステージやマルシェなど多彩な内容  
  本格的な音楽を楽しめるコンサートを６つの会場で開催。龍谷大学吹奏楽部や市

内中学校・高等学校吹奏楽部によるステージ、また、ダンスパフォーマンスや食
のマルシェなど大人から子供まで楽しめる内容が満載です。  

    

 

   
 



守山市・守山市教育委員会
公益財団法人守山市文化体育振興事業団
ルシオール アート キッズフェスティバル実行委員会
守山市、守山市教育委員会、公益財団法人守山市文化体育振興事業団、 
立命館守山中学校・高等学校、滋賀次世代文化芸術センター、 
株式会社みらいもりやま21、守山商工会議所  （順不同）

ルシオール アート キッズフェスティバル推進委員会
守山市、守山市教育委員会、守山市文化協会、守山商工会議所、守山市自治連合会、公益財団法人守山市文化体育振興事業団、 
公益財団法人日本センチュリー交響楽団、立命館守山中学校・高等学校、公益財団法人びわ湖芸術文化財団、滋賀次世代文化芸術センター、 守山市文化振興アクションプラン推進委員会、
京都橘大学木下達文研究室、 株式会社エフエム京都、株式会社エフエム滋賀、びわ湖放送株式会社、 公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団、守山音楽連盟、びわ湖音楽家協会、守山市子ども会連合会、
守山市PTA連絡協議会、NPO法人びわこ豊穣の郷 （順不同）

滋賀県、滋賀県教育委員会、株式会社エフエム京都、株式会社エフエム滋賀、 びわ湖放送株式会社、ＮＨＫ大津放送局、守山市有線放送農業協同組合（順不同）

守山市ボランティア連絡協議会、龍谷大学吹奏楽部、京都橘大学

〔主催〕
〔共催〕

〔企画・運営〕

〔推進機関〕

〔後援〕
〔協力〕

守山市社会教育・文化振興課　滋賀県守山市吉身二丁目５番22号　☎077-582-1142

守山市民ホール　滋賀県守山市三宅町125番地　☎077-583-2532
〔お問い合わせ〕

5/302021
日 10:00　16:30

マチ･ヒト･ミライ 
ルシオールでつながる祝祭の輪

守山市内各所にて開催　

ホームページ Instagram Twitter Facebook

守山市制施行50周年記念

10th  ルシオール  
アート  キッズフェスティバル 

©奥村和泰©Earl Ross

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、イベントの一部
または全部を中止する場合があります。

守山市民ホール　立命館守山中学校・高等学校　あまが池プラザ・親水緑地　守山市立図書館
もりやまエコパーク交流拠点施設　守山宿町家“うの家”　大庄屋諏訪家屋敷 

ルシオールchannel

©Masaharu Eguchi



守山市民ホール
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無料シャトルバス時刻表

9：00 　　　　　　　10：00 　　　　　　　11：00 　　　　　　　12：00 　　　　　　　13：00 　　　　　　　14：00 　　　　　　　15：00 　　　　　　　16：00 　　　　　　　17：00 　　　　　　　18：00

龍谷大学吹奏楽部
コンサート

10：00～10：45
（開場9：30） 
定員1,000人

キオスク
加藤景子

11：15～11：45
（開場10：45）

定員200人

オープニング
祝太鼓

10：00～10：15

和太鼓ミニ
コンサート

10：45～11：10

吹奏楽ミニ
コンサート

11：50～12：25

吹奏楽ミニ
コンサート

13：00～13：30

和太鼓ミニ
コンサート

14：20～15：00

やってみよう！リズムを
楽しむ打楽器コンサート

10：00～10：30
定員60人

キオスク
船越亜弥＆
島影聖人＆

掛川歩美
13：30～14：00

（開場13：00）
定員200人

    キオスク
弦楽四重奏

10：30～10：50
（開場10：10）

定員25人

    キオスク
弦楽四重奏

11：30～11：50
（開場11：10）

定員25人 キオスク
弦楽四重奏

14：30～15：00
（開場14：00）

定員50人

びわ湖音楽家協会＆
守山音楽連盟
13：00～14：10

（開場12：40）
定員250人

守山市文化協会
14：45～15：15

（開場14：25）
定員250人

キオスク
びわ湖ホール

声楽アンサンブル
11：00～11：30

（開場10：30）
定員250人

祝祭コンサート
15：30～16：30
（開場14：30）

全席指定（税込）
大人1,500円

25歳以下1,000円

出龍谷大学吹奏楽部
曲�團伊玖磨：祝典行進曲�
L.アンダーソン：クラリネット・キャンディ�
草野華余子：紅蓮華（鬼滅の刃）�
梶浦由記：炎（鬼滅の刃）�
リード：春の猟犬

出加藤景子（ジャズピアノ）
曲�ベートーヴェン：歓喜の歌�
原六朗：お祭りマンボ�
G.ダグラス：この素晴らしき世界　ほか

出湖響太鼓
迫力ある和太鼓でオー
プニングを飾ります
※雨天中止

出湖響太鼓
曲�湖

こ
風
ふう
、春

しゅん
夏
か
、幸

さち
　など

※�雨天時、メディアホールで開催�
時間：14：30～15：00

出湖響太鼓
曲�湖

こ
風
ふう
、春

しゅん
夏
か
、幸

さち
　など

※�雨天時、メディアホールで開催�
時間：14：30～15：00

出�打楽器アンサンブル�プ
リズム

曲�剣の舞、ジュピター、�
千本桜、鬼滅の刃　など

出�びわ湖音楽家協会�
桑原真紀子（ソプラノ）、嶋村のぞみ（ソプラノ）、�
吉田桂子（ピアノ）

愛と勇気に祝福を
曲�ドリーブ：歌劇『ラクメ』より��花の二重唱�
リスト：愛の夢�第3番�
ショパン：英雄ポロネーズ�
C.-M.シェーンベルク：ミュージカル『レ・ミゼ
ラブル』より“民衆の歌”�
ベートーヴェン：汝を愛す

出�守山音楽連盟�
宇野真由美（ピアノ）、中北佳用子（ピアノ）、�
中谷美穂子（ピアノ）、西村直美（ピアノ）、�
寺田智美（ソプラノ）

花子さん、パーティーにお出かけ♪�
曲�ショパン：華麗なる円舞曲�
ベートーヴェン：エリーゼのために�
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ「春」�
モーツァルト名曲メドレー�
ヴェルディ：歌劇『椿姫』より“乾杯の歌”�
J.シュトラウスⅠ：ラデツキー行進曲

出�びわ湖ホール声楽アンサンブル�
指揮：森香織、ピアノ：小林千夏

曲�L.アンダーソン：トランペット吹きの休日�
内野公人：守山市歌　　滝廉太郎：花、箱根八里�
槇原敬之：世界に一つだけの花�
J.シュトラウスⅡ：喜歌劇『こうもり』より�
　　　　　　　　��“侯爵さまあなたのようなお方は”�
宮沢和史：風になりたい　　久石譲：となりのトトロ

出�船越亜弥（ソプラノ）、島影聖人（テノール）、掛川歩美（ピアノ）
曲�ヴェルディ：歌劇『椿姫』より“乾杯の歌”�
吉田千秋：琵琶湖周航の歌�
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”�
ワーグナー：歌劇『タンホイザー』より“崇高な殿堂よ”�
モリコーネ：ネッラ・ファンタジア�
サルトーリ：君と旅立とう

出�若林かをり（フルート）、若林千春（ピアノ）
曲�文部省唱歌：村祭り（若林千春編）�
吉田千秋：琵琶湖周航の歌（若林千春編）　ほか

※出演者・時間・予定プログラムなどは事前予告なしに変更する場合があります。また会場によっては入場を制限させていただく場合があります。予めご了承願います。
※ 2 祝祭コンサート以外は無料です。ルシオール アート キッズフェスティバル 会場・コンサートスケジュール10th

W383
出�立命館守山
中学校・�
高等学校�
吹奏楽部

吹奏楽の演奏
をお楽しみく
ださい

出�守山市文化協会�
eRika（ヴァイオリン）、佐竹祐介（ピアノ）、�
津軽芸能「楓雅」山口晃義、竹田忠男、伴愛子、多田智大

ヴァイオリンと津軽三味線のコラボレーション演奏�
曲�ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第7番ハ短調作品30-2第１楽章�
クライスラー：ベートーヴェンの主題によるロンディーノ�
津軽幻想曲（津軽三味線）�
津軽じょんがら節（津軽三味線）�
南部俵積み唄（コラボレーション）

マーク説明  出出演者　曲演奏曲目

守山市民ホール＝ホールロビー
　 1龍谷大学吹奏楽部/9：00～
　 3びわ湖ホール声楽アンサンブル/10：00～
　 4びわ湖音楽家協会＆守山音楽連盟/12：00～
　 5守山市文化協会/13：45～
　Ａリズムを楽しむ打楽器コンサート/9：00～

立命館守山キオスク＝メディアホール前
　 6加藤景子/10：15～
　 7船越亜弥＆島影聖人＆掛川歩美/12：30～

図書館キオスク＝多目的室前
　 8若林かをり＆若林千春/10：00～

うの家キオスク＝南蔵前
　 9 10弦楽四重奏/9：30～

エコパーク交流拠点施設キオスク＝ロビー
　 11弦楽四重奏/13：30～

必ずリストバンドを見せて整理券を受け取ってください。
※裏面参照
※Ｂ～Ｆはリストバンドのみで鑑賞できます。

整理券の配布場所・時間

11

6 7

1

3 4 5

2

8

9 10

出�指揮：三ツ橋敬子�
ピアノ：イリーナ・メジューエワ�
管弦楽：日本センチュリー交響楽団�
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル

曲�ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」�
J.�シュトラウスⅡ：喜歌劇『こうもり』より�
序曲、“晩さん会が僕らを招く”、�
　　　“チャールダーシュ”、“シャンパンの歌”

出�弦楽四重奏�
石上真由子（ヴァイオリン）、根垣りの（ヴァイオリン）、�
大槻桃子（ヴィオラ）、水野奈美（チェロ）

曲�グラズノフ：弦楽四重奏曲第3番ト長調「スラヴ」Op.26より
第4楽章「スラヴの祝祭」�
草野華余子：紅蓮華（鬼滅の刃）

A

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

ストリートピアノ・なかよしマルシェ・野外ステージ　など
10：00～16：00　　　　

※詳しくは、まちなか会場欄をご覧ください！　

キオスク
若林かをり＆若林千春

11：00～11：30
（開場10：30）

定員60人

有料



1 龍谷大学吹奏楽部
1968年創部。1986年に佐渡裕氏指揮で全日本吹奏楽コンクールに
初出場。1992年に若林氏が音楽監督常任指揮者に就任。これまで全
日本吹奏楽コンクールにおいて金賞11回、銀賞10回受賞。2017年7
月には、スイスで開催されたWorld Youth Music Festival(WJMF)に日
本で唯一招聘され、コンテスト最上位クラスであるトップクラス部門
において第1位受賞。これまでに23枚のC Dをリリースするなど、人
気・実力共に関西を代表する全国屈指の学生バンドとして活躍して
いる。

2 三ツ橋敬子
◎指揮
東京藝術大学および同大学院を修了。ウィーン国立音楽大
学とキジアーナ音楽院に留学。第10回アントニオ・ペドロッ
ティ国際指揮者コンクールにて日本人として初めて優勝。第
9回アルトゥーロ・トスカニーニ国際指揮者コンクールで女
性初の受賞者として準優勝。併せて聴衆賞も獲得。第12回
齋藤秀雄メモリアル基
金賞を受賞。これまで
に国内外の主要オーケ
ストラに客演を重ねて
いる。2016年から神奈
川県立音楽堂にて「三
ツ橋敬子の夏休みオー
ケストラ」がスタート。
子供たちへ多彩な音楽
体験を届ける企画内容
が好評を得ている。

2イリーナ・メジューエワ
◎ピアノ
ロシア出身。グネーシン音楽大学でＶ.トロッ
プに師事。1992年Ｅ.フリプセ国際コンクー
ル優勝。1997年より日本を本拠地として精
力的な演奏活動を展開。2006年度青山音
楽賞受賞。著書に「ピアノの名曲」（講談社
現代新書）。

©Earl Ross

2日本センチュリー交響楽団
◎管弦楽
豊中市に本拠地を置くオーケストラ。1989年に活動を開始し、2019
年に楽団創立30周年を迎える。現在は50名のメンバーが在籍。飯森
範親が首席指揮者、秋山和慶がミュージックアドバイザーを務め、
2021年4月より久石譲が首席客演指揮者に就任。音楽の殿堂ザ・シン
フォニーホールや豊中市の芸術拠点として親しまれている豊中市立
文化芸術センターなどで定期的に演奏するほか、地域発展や教育プ
ログラムにも力を入れている。
https://www.century-orchestra.jp/

©奥村和泰 ©Masaharu Eguchi

2 3びわ湖ホール声楽アンサンブル
◎森香織（指揮）
◎小林千夏（ピアノ）
びわ湖ホール独自の創造活動の核とし
てホール開館の1998年に設立。全国か
ら厳しいオーディションで選ばれた劇
場専属の声楽家集団として、びわ湖
ホール自主公演への出演を主な活動と
し、オペラ公演のみならず多岐にわた
る声楽曲に取り組んでいる。依頼を受
けて国内各地での公演にも出演するほ
か、滋賀県内の学校を対象とした公演
を行うなど、音楽の普及活動にも積極
的に取り組んでいる。2013年第26回大
津市文化賞、2017年第42回滋賀県文
化賞受賞。

4びわ湖音楽家協会
滋賀県を中心に活動してい
るプロのクラシック音楽演
奏家集団。元々は守山音楽
家協会という名称だったが
2013年の25回目の定期演
奏会の開催を記念して、ま
たメンバーの活動拠点が滋
賀全域や京都にまで拡がり、
びわ湖音楽家協会と改名し
て新 た に 出 発 することに
なった。

4 守山音楽連盟
1999年設立。プロ、アマを問わず各人が各立場でよりよく音楽を学び、演奏し、また享受できる環
境が整うことを目指している。その目的のために研修会、定期演奏会、数々のボランティア活動、オ
ペラ上演、サロンコンサート、ライブラリーコンサート、市民ホールロビーコンサート、自主コンサー
トなどを行っている。

5 守山市文化協会
守山市文化協会は市の社会教育団体として、「文化の香
りたかいまち」の実現のために、文化芸術団体の振興や、
事業の企画・運営、伝統文化の伝承を通した次代を担
う子どもたちの育成などに力を注いでいる。また、ボ
ランティア
活 動 に も
輪を広 げ、
精 力 的 に
活動をして
いる。

6 加藤景子
◎ジャズピアノ
守山市出身。国立音楽大学卒業。2010年、活動の拠
点をニューヨークに移し、多くのミュージシャンと共演
する。カーネギーホールでも演奏する実力派。2014年
帰国後、「TUBE」の全国ツアーキーボード担当に抜擢さ
れる。「個性豊かなピアニスト」と称され、全国からの
演奏依頼が後を絶たない。現在、守山市民ホール「音
楽の扉」公演に出演中。

7 船越亜弥＆島影聖人＆掛川歩美
◎船越亜弥（ソプラノ）
愛知県立芸術大学大学院修了。広島市新人演奏会出演、広島交響楽団と共演。第13
回さくらぴあ新人コンクール審査員特別賞受賞。声楽を中川聰子、神田詩朗、永田
直美、戸山俊樹の各氏に師事。
◎島影聖人（テノール）
大阪音楽大学卒業、同大学音楽専攻科修了。第1回東京国際声楽コンクール第3位。
テグオペラハウスにて『蝶々夫人』ピンカートンでオペラデビュー。上方オペラ工房
メンバー。大阪音楽大学演奏員。
◎掛川歩美（ピアノ）
お茶の水女子大学音楽科卒業、同大学院博士前期課程修了。びわ湖ホールはじめ、
関西の主要なオペラプロダクションにてピアニスト、コレペティトゥアを務める。

8 若林かをり＆若林千春
◎若林かをり（フルート）
石山高校音楽科を経て東京藝術大学
卒業。ストラスブール音楽院、スヴィッ
ツェラ・イタリアーナ音楽院を修了。文
化庁芸術祭賞新人賞、滋賀県文化奨
励賞、平和堂財団芸術奨励賞を受賞。
◎若林千春（ピアノ）
東京藝術大学、同大学院修了。日本
音楽コンクール作曲部門 第1位・安田
賞。作編曲作品の出版やCDリリース
多数。平成19年度、滋賀県文化奨励
賞受賞。

B C F「湖
こ

響
きょう

太
だ い

鼓
こ

」
平成2８年より文化庁の「伝統文化親子教室事業」の採択を受け、
幼稚園、小・中・高・大学生と太鼓の練習をし、草津市、守
山市など地域のさまざまなイベントにも出演している。当日は、
祝祭を盛り上げる元気いっぱいの太鼓演奏をお楽しみくださ
い。

9 10 11弦楽四重奏
◎石上真由子（ヴァイオリン）
国内外のコンクールで優勝・受賞多数。ソロ・室内楽を中心に国内
外で幅広く活動。京都市芸術新人賞、青山音楽賞受賞。CD「ヤナー
チェク：ヴァイオリン・ソナタ」好評発売中。
◎根垣りの（ヴァイオリン）
東京藝術大学音楽学部卒業後、フランス・パリのスコラ・カントルム
音楽院に在籍。現在、リサイタルや室内楽、オーケストラの客演など
の演奏活動を行っている。
◎大槻桃子（ヴィオラ）
神奈川フィルハーモニー管弦楽団VIOLA奏者、兵庫芸術文化センター管
弦楽団レジデントプレイヤーを経て、現在は室内楽を中心に活動している。
◎水野奈美（チェロ）
ビバホールチェロコンクー
ル、日本音楽コンクールなど
に参加し上位入賞。1996年
にはクレムス音楽祭ディプ
ロマ受賞。東京藝術大学音
楽学部にて福島賞受賞。

A打楽器
アンサンブル
 「プリズム」
打楽器奏者中路友恵と若手演奏
家による打楽器アンサンブル。県
内の小学校や養護学校、適応指
導教室でのアウトリーチ公演、
ワークショップ活動などで活躍中。

D E
立命館守山中学校・
高等学校吹奏楽部
2007年創部。“良い音楽を”をモットーに日々
練習に励み、学校内での演奏や外部からの
演奏依頼による各地域のイベントなどにも
積極的に参加している。毎年３月には１年間
の集大成として定期演奏会を開催している。

びわ湖音楽家協会の皆さん

佐
竹
祐
介

船越亜弥 島影聖人 掛川歩美

石上真由子 根垣りの 大槻桃子 水野奈美

びわ湖ホール声楽アンサンブル

森香織

小林千夏

＊出演者プロフィール ≪ コンサート・イベントに関するお問い合わせは、守山市民ホール ☎077-583-2532 ≫

寺田智美西村直美中北佳用子 中谷美穂子宇野真由美

津
軽
芸
能「
楓
雅
」
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参 加 受 付 票
裏面に必要事項を記載のうえ、点線で切り取って、当日受付にお持ちください。

１家族・グループに１枚で受付できます。



キッズ アート スポット
会　場 守山市民ホール展示室、立命館守山中学校・高等学校、守山市立図書館、大庄屋諏訪家屋敷

市民ホール・展示室

受 付 開 始　打楽器コンサート9：00、他ワークショップ10：00
プログラム　10：00～15：30（最終受付15：00）

★やってみよう！リズムを楽しむ打楽器コンサート
時10：00～10：30　※9：00～整理券配布　
￥無料　定60人
内�〈主な曲目〉剣の舞、ジュピター、千本桜、鬼滅の
刃　など

出打楽器アンサンブル�プリズム（プロフィール参照）

★まつりだ！まつりだ！ねんどでカーニバルのお面をつくろう！
時①11：00②12：15③13：30④14：30　￥500円　定各20人
内�焼かないねんどで、自分だけのお祭りのお面をつくろう！�
（所要時間45分）
他年齢制限：小学生以上、保護者同伴の場合未就学児童参加可能
出展：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

★オリジナルポストカードを作ろう！
時①11：00②12：15③13：30④14：30　￥300円　定各15人
内�型紙の型を用いてハガキサイズの紙に絵を描き、フォトフレー
ムと合わせてお持ち帰りいただきます。（所要時間45分）

他年齢制限：小学生以上、保護者同伴の場合未就学児童参加可能
出展：MIHO�MUSEUM

守山市立図書館
★キオスクコンサート　所多目的室
時11：00～11：30（開場10：30）※10：00～整理券配布　￥無料　定60人
出若林かをり（フルート）、若林千春（ピアノ）

★絵本の読み聞かせ　所おはなしのいえ
時①14：00②15：00　￥無料　定各7人
内�毎日開催している絵本の読み聞かせのルシオール
バージョンです！

大庄屋諏訪家屋敷
★日本遺産で文化体験
時9：00～17：00　￥無料（この日のみ）
※混雑する場合は入場規制を行います。
内�悠々たる構えの主屋と書院、かつて賓客の訪
れた茶室、静寂の中に佇む庭園、日本遺産で
ある大庄屋諏訪家屋敷で江戸時代の風情を
体感しよう！

立命館守山中学校・高等学校

受 付 開 始　10：00
プログラム　10：00～15：30（最終受付15：00）

★キオスクコンサート　所メディアホール
時11：15～11：45（開場10：45）※10：15～整理券配布　￥無料　定200人
出加藤景子（ジャズピアノ）
時13：30～14：00（開場13：00）※12：30～整理券配布　￥無料　定200人
出船越亜弥（ソプラノ）、島影聖人（テノール）、掛川歩美（ピアノ）

★ステンドグラス下敷きをつくろう！　所2号館1階講義室
時①10：30②11：45③13：30④14：45　￥無料　定各20人
内�透明シートに様々な形に切り抜いた黒い紙やカラーセロ
ファンを貼り付け、光に透けて輝く下敷きを作ります。�
（所要時間45分）
他年齢制限：小学生以上、保護者同伴の場合未就学児童参加可能
出展：滋賀県立美術館

★名画で空飛ぶ≪どうぶつずぼんぼ≫！　所2号館1階講義室
時①10：30②11：30③13：30④14：30　￥無料　定各20人
内�県立美術館所蔵の名画を元にした、動物の形をした宙に浮
く玩具「ずぼんぼ」を作って遊びます。（所要時間60分）

他年齢制限：�小学生以上、保護者同伴の場合未就学児童参加
可能

出展：滋賀県立美術館

★恐竜グリーティングカードをつくろう！　所コミュニティーサービスセンター
時①10：45②13：00③14：30　￥100円　定各15人
内�恐竜をイメージしたカードをつくって、大切な人に
メッセージをおくろう！他にも恐竜の世界を体感で
きるプログラムもご紹介。（所要時間45分）

他年齢制限：�小学生以上、保護者同伴の場合未就学児童
参加可能

出展：佐川美術館

★エコバッグをつくろう！　所3号館1階美術室
時①10：30②11：45③13：30　￥100円　定各20人
内�エコバッグに消しゴムハンコを押して、世界に一枚だ
けのエコバッグをつくるよ！（所要時間45分）

他年齢制限：�小学生以上、保護者同伴の場合未就学児童
参加可能

出展：立命館守山中学校・高等学校美術部

守山の市制施行５０周年をお祝いするキッズ向けアート体験コーナー

入場方法 �裏表紙に記載している順序でリストバンドを入手し、必ず見える
位置に装着してください。（各会場入口で配布）
※�リストバンドを装着していないと、会場内には入れません！
　他の会場にもこのリストバンドで入場できます。

参加予約 �各プログラム会場でリストバンドを見せて参加予約をし、予約券
を受け取ってください。

参加費 �有料のプログラムは、当日各プログラム会場で参加費をお支払い
ください。

◦飲食スペース以外での飲食はご遠慮ください。
◦ごみは各自でお持ち帰りください。
◦敷地内は全面禁煙です。
◦学校には駐車できません。（市民運動公園駐車場をご利用ください。）
◦�ハサミ ・ のり ・ 筆記用具を使うワークショップがあります。消毒等コロナ
感染対策はしますが、気になる方はご自分でご用意ください。

★オープニング祝太鼓　※雨天中止
時10：00～10：15　￥無料
内迫力ある和太鼓でオープニングを飾ります！
出湖響太鼓（プロフィール参照）

★和太鼓ミニコンサート
時①10：45～11：10②14：20～15：00　￥無料
内〈主な曲目〉湖風（こふう）、春夏（しゅんか）、幸（さち）　など
出湖響太鼓（プロフィール参照）
※雨天時、メディアホールで開催。時14：30～15：00

★吹奏楽ミニコンサート　※小雨決行
時①11：50～12：25②13：00～13：30　￥無料
内吹奏楽の演奏をお楽しみください。
出立命館守山中学校・高等学校吹奏楽部（プロフィール参照）

野外コンサート参 加 方 法

注 意 事 項

所立命館守山中学校・高等学校　中庭
※整理券不要、ご自由にご覧ください。



P1 第１駐車場
　　　マルシェおよび特設駐輪場につき駐車不可
P2 第２駐車場
　　　（一般204台/障害者用５台）
P3 第３駐車場（一般366台）
P4 第４駐車場（一般70台）
P5 第５駐車場
　　　（一般232台/障害者用１台）
P6 中心市街地交流駐車場
　　　（一般40台有料）

図書館・大庄屋諏訪家屋敷・エコパーク交流拠点
施設には敷地内に駐車場あり
※�会場周辺の駐車台数は限られています。できる
限り公共交通機関か無料シャトルバスをご利用
していただくようご協力ををお願いします。

※��第2駐車場・第５駐車場は市民体育館での新型コ
ロナウイルスワクチン接種のため混雑する可能
性があります。

駐 車 場 案 内

●立命館守山中学校・高等学校
　時11：00～15：00　所カフェテリア

●市民ホール
　時11：00～15：00　所第１駐車場・前庭

●あまが池プラザ・親水緑地
　　を見てね

●市内を巡るスイーツ＆ランチバル
　5/21～5/31の期間、特定の市内飲
食店でスイーツ（またはフード）とド
リンクをお楽しみいただけます！バ
ルチケット（500円×4枚綴り1セット
1,500円）
チケット販売：5/3～
守山市駅前総合案内所で販売

※いずれも無くなり次第終了します

チカ守山 ルシオール限定の
オムライスセット

おいしいものマルシェ

マーク説明  時日時　所場所　￥料金　定定員　出出演者　曲演奏曲目
内内容　申申込方法　他そのほか　問問い合わせ

●あまが池プラザ
　ストリートピアノ　時13：00～14：10

●あまが池親水緑地
　なかよしマルシェ　時10：00～16：00

マルシェのメニュー（例）
キッチンカー（からあげ・クレープ・ハンバー
ガー・ワッフル・ピザ・手羽先）・コーヒー・サン
ドイッチ・スイーツ・雑貨・ワークショップ　他

●守山幼稚園園庭
　きらきらコンサート
　時10：20～11：00
　守山中学校・守山南中学校吹奏楽コンサート
　時11：30～12：30
　①くむんだーで遊ぼう　時13：00～14：00
　定15人　申申込要　☎077‒514‒2505（あまが池プラザ）
　②QUEEN ANNA HIPHOP dance show　時14：30～15：30
　③キャンピングカー展示　時10：00～16：00

新型コロナウイルス感染防止対策を行って開催します　
検温して37.５℃未満の方にはリストバンドを着用して参加していただきます。

まちなか会場
（あまが池プラザ・親水緑地）

※野外イベントは雨天中止

●大きな
シャボン玉
をとばそう
時10：00～
15：00

P1

JR守山駅方面よりお越しの方は、
交差点を直進してください。
JR守山駅方面よりお越しの方は、
交差点を直進してください。
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琵琶湖大橋取付道路方面よりお越し
の方は、交差点を右折してください。
琵琶湖大橋取付道路方面よりお越し
の方は、交差点を右折してください。

チカ守山チカ守山

あまが池
プラザ
あまが池
プラザ
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うの家
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P3P3

P5P5

P2P2P1P1

P6P6

守山市民ホールま
で

・守山駅から徒歩 約30分（約2㎞）

・シャトルバス 約10分

※守山駅西口からの「レンタサイクル」があります

一方通行

マルシェおよび
特設駐輪場に
つき駐車不可

JR守山駅

立田町交差点



会 場 公 演 時間 出 演 料 金 チケットプレイガイド

市民ホール

大ホール
祝祭
コンサート

開場/14：30
開演/15：30
終演予定/16：30

三ツ橋敬子（指揮）
イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
日本センチュリー交響楽団
びわ湖ホール声楽アンサンブル

全席指定（税込）
大人1,500円
25歳以下1,000円
※�3歳以上有料、3歳
未満入場不可

・守山市民ホール　☎077-５８３-２５３２
・キタダレコード　☎077-５８２-３２５１
・守山市駅前総合案内所　☎077-５１４-３7６５
・LaLaツーリスト　☎077-５８１-１0９５
・チケットぴあ P=１９１-３３８　☎0５70-0２-９９９９
・ローソンチケット L=５３３70　https://l-tike.com

・CNプレイガイド　☎0５70-0８-９９９９
・e+ （イープラス）　http://eplus.jp

有料公演のご案内

《注意事項》◎会場周辺の駐車スペースおよび駐車台数は限られております。できる限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。◎駐車スペース確保困難や周辺道路混雑における交通事情
により生じた損失（入場制限・途中入場など）に関して、主催者は一切の責任を負いません。◎演奏会場内での飲食は禁止いたします。◎公演における、撮影・録音など、著作権などを侵害
する行為はご遠慮ください。◎ごみは各自でお持ち帰りください。◎都合により、相応な範囲で当日の内容を一部変更する場合があります。予めご了承ください。◎出演者の急病、天変地異
などの不可抗力によるやむを得ない公演中止の場合も、入場料金の払い戻しのほかは、ご購入に要した経費、会場への交通費など一切負担できません。◎公演中、ほかのお客さまにご迷惑と
なる行為をされた場合や、係員の指示および注意事項に従っていただけない場合には退場していただく場合があります。そのために生じた事故・損失に関して、主催者側は一切の責任を負わ
ないばかりでなく、主催者側に対しての損失・損害が生じた場合は、その内容を請求する場合があります。

《取材にご協力ください》当日は記録のため、写真・動画撮影や参加者へのインタビューを行います。写真やコメントは守山市広報やホームページなどに掲載することがあります。支障がある
場合は取材スタッフにお声掛けください。

５月１日土・２日日
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホール

https://festival.biwako-hall.or.jp/
びわ湖ホールチケットセンター
☎077-523-7136（10：00～19：00/火曜休館）

近江の春
びわ湖クラシック音楽祭

米原公演

令和３年４月29日
（木・祝）
びわ湖ホール

声楽アンサンブル＆
男声フォレスタ

～音楽の環シリーズ～

滋賀県立文化産業交流会館
☎0749-52-5111

短時間の多彩なコンサートが14公演！
お子さまから大人の方まで一流の演奏
を気軽に楽しめます。

みんなの協力で
感染拡大を防ぎましょう

龍谷大学吹奏楽部コンサートは9：３0に開場します。入館の手続きに時間がかかりますので、お早めにご来場ください。

コンサートやワークショップは入場できる人数が決まっています。
①無料コンサートは整理券を配布します（定員・配布時間はタイムテーブルをご覧ください）
②ワークショップは当日10：00から参加予約を受け付けます。（予約方法はキッズアートスポットのページをご覧ください）

発熱（３7.5℃以上）のある人は来場をご遠慮ください。

＊受付場所と受付時間は　�市民ホール：9：00～　立命館会場正門前・立命館会場北門：10：00～　市立図書館：10：00～�
うの家：9：30～　　　エコパーク交流拠点施設：13：30～　

＊まちなか会場（あまが池プラザ・親水緑地）は体温測定とリストバンド着用のみ。（参加受付票は不要！）
＊一度受付をすれば、会場ごとに受付をする必要はありません。
＊受付の手順
　�体温測定➡記入台で受付票記入➡受付票とリストバンドを交換➡整理券配布時やワークショップ予約時に、リストバンドの番号を提示�

受付票は受付にありますが、下記の受付票をご自宅で記入して切り取って持ってくれば、受付時間が短縮できます。（太線内を記入してください）

新型コロナウイルス感染防止対策を行って開催します

！

！

！

！

マスク着用 会話ひかえめ 手指の消毒 人と人との距離を保つ 静かに鑑賞

入
場
・
入
館
の
受
付
方
法

最新情報については音楽祭特設ページをご覧ください。

各会場入場には参加受付票の提出が必要です！参加受付票とリストバンドを交換します

リストバンド番号 代表者名 人　数 電話番号
※事務局で記入

H ・ R ・ 龍
人

ルシオール  アート  キッズフェスティバル2021　参加受付票　　　　　　　　　　　　　　　　2021.5.30 入館・参加の手続き方法
を動画で確認できます
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