
第52回滋賀県芸術文化祭
主催事業・参加事業のご案内
開催期間／令和4年 8月27日（土）～令和5年 1月31日（火）

主　催　事　業

滋賀県芸術文化祭実行委員会事務局（公益財団法人びわ湖芸術文化財団 地域創造部内）
TEL.077-523-7146　FAX.077-523-7147

主催：滋賀県・滋賀県教育委員会・滋賀県芸術文化祭実行委員会・公益財団法人びわ湖芸術文化財団
［Eメール］geibunsai@biwako-arts.or.jp　［ホームページ］https://www.biwako-arts.or.jp/rd/

新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、各事
業で変更や中止、休館等
を行う場合があります。
各事業主催団体に確認の
上ご来場ください。

8月10日現在

第61回滋賀県写真展覧会
会　　期 9月13日（火）～9月19日（月・祝）

＊会期中無休

開館時間 9：30～17：00（入館は16：30まで）
会　　場 滋賀県立美術館 ギャラリー
募集作品◆単写真・組写真
郵送による応募◆7月20日（水）～29日（金）（終了）
直接応募◆7月24日（日）キラリエ草津（終了）
1次審査通過作品搬入日◆9月4日（日）滋賀県立美術館
表 彰 式◆9月19日（月・祝）13：30～
審査員による講評会◆9月19日（月・祝）14：45～

募集部門◆平面・立体・工芸・書
作品搬入◆平面・書のみ…………11月25日（金）・26日（土）10：30～16：00

草津市立草津クレアホール
　　　　　平面・立体・工芸・書…11月26日（土）10：30～16：00

滋賀県立文化産業交流会館
　　　　　立体・工芸のみ………11月26日（土）・27日（日）10：30～16：00

滋賀県立美術館
表 彰 式◆12月18日（日）13：00～
審査員による講評会◆【工芸 ・ 書】12月11日（日）14：15～
　　　　　　　　　　【平面・立体】12月18日（日）14：15～
※入賞者以外の方は要予約。（12月8日㈭ 9時より電話受付開始。先着順）

第76回滋賀県美術展覧会
12月8日（木）～12月13日（火）前期【工芸 ・ 書】

後期【平面・立体】

会　　期

開館時間 9：30～17：00（入館は16：30まで）
会　　場 滋賀県立美術館

※前期・後期とも月曜日休館  ※入賞作品は全部門とも前期・後期を通じて展示します。
12月16日（金）～12月21日（水）

第72回滋賀県文学祭
文芸講演会 11月23日（水・祝）13：00～

会　　場 滋賀県立男女共同参画センター
作品募集◆小説・随筆・詩・作詞・短歌・俳句・川柳・冠句 ／ 募集締切◆8月31日（水） 当日消印有効
表 彰 式◆11月23日（水・祝）14：20～ ／ 選者と参加者による懇談会◆表彰式終了後（各部門ごとに開催）

「日野商人と文学～童謡詩人 細川雄太郎の生涯～」
講師：満田 良順 氏（近江日野商人館 館長）

第75回美術展覧会 工芸の部／知事賞
「朧群雲浪裏」 山下 鼓

第75回美術展覧会 立体の部／知事賞
「surface─時空を超える処─」

奥田 誠一

第75回美術展覧会 平面の部／知事賞
「春淡海」 大西 又一

第71回文学祭入賞作品集［滋賀文学2021］

第75回美術展覧会
書の部／知事賞

「竹くらべ」 石谷 幸子

第60回写真展覧会／知事賞
「二人は？」 松村 里子



大津エリア大津エリア
三遊亭わん丈 膳所落語会
8月27日（土） 14：00
カ❶ 大津市生涯学習センター ホール
リ 2,000円（膳所小学校6年生とその保護者1名は無
料招待（要予約））
ト 045-309-1007〔オールドキッズ〕
Arts on Lake BIWA from びわ湖・アーティスツ・
みんぐる2022 アート・ワークショップ
8月28日（日）
①10：00～12：00 ②13：00～15：00
カ❷ ハッシュタグ大津京シェアスペース
リ 500円（材料費）
ト077-523-7146〔びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕
～バレエ・オペラ・古典芸能～
初心者向け・トライアングル講座 vol.4
オペラ編 8月28日（日） 
古典芸能編 10月8日（土）
14：00～16：30
カ❸ びわ湖ホール リハーサル室
リ 1回券（当日残席がある場合のみ販売）1,500円
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
びわ湖大津秋の音楽祭
9月3日（土）～11月6日（日）
カ 大津市内
リ 事業により異なる
ト077-528-2920〔びわ湖大津秋の音楽祭運営協議会事務局（大津市都市魅力づくり推進課）〕
大津で落語を楽しむ会 定例会・2022秋
9月3日（土） 14：00
カ❹ まちづくり大津百町館  リ 無料
ト 077-527-3636〔まちづくり大津百町館 / 野口〕
第50期〔秋期〕KEIBUN文化講座
9月5日（月）～2023年1月21日（土）
午前の部10：30～12：00
午後の部13：30～15：00
カ❺ 旧大津公会堂 ❻しがぎんホール
リ 1講座全6回13,750円
ト 077-526-0011〔しがぎん経済文化センター〕
第41回近江能面・彫刻同好会展
9月7日（水）～9月11日（日） 
9：00～17：00（最終日は15：30まで）
カ❶ 大津市生涯学習センター ギャラリー  リ 無料
ト090-1130-5684〔近江能面・彫刻同好会 / 鵜飼〕
びわ湖ホール声楽アンサンブル 第75回定期公演
音楽史の小径 ～イタリア古典歌曲から辿る～
9月10日（土） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 小ホール
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〕
江州音頭発表会
9月10日（土）～9月11日（日） 16：00～18：00
カ❼ 浜大津港前広場  リ 無料
ト 090-8146-9818〔大津江州音頭保存会 / 桜川〕
第11回滋賀県ヤング写真展覧会
9月13日（火）～9月19日（月・祝）
9：30～17：00（入場は16：30まで）
カ❽ 滋賀県立美術館 ギャラリー  リ 無料
ト 090-1969-3132〔滋賀県写真連盟 / 山元〕
気軽にクラシック30 
中山航介 魅惑の打楽器の世界
9月14日（水） 14：00
カ❸ 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42回滋賀県書展②
9月15日（木）～9月19日（月・祝）
10：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ❾ 大津市歴史博物館 10 大津市民文化会館  リ 無料
ト080-2543-0789〔公益社団法人滋賀県書道協会事務局 / 西本〕
Arts on Lake BIWA from びわ湖・アーティスツ・
みんぐる2022
9月17日（土）～9月25日（日） 10：00～16：00
カ11 びわ湖大津館 2階  リ 500円（中学生以下無料）
ト077-523-7146〔びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕

Arts on Lake BIWA from びわ湖・アーティスツ・
みんぐる2022
9月17日（土）～9月25日（日） ミシガン運行時刻
カ 琵琶湖汽船ミシガン「ロイヤルルーム」～サテライ
ト会場～
リ 無料（但し、ミシガン乗船料が必要）
ト077-523-7146〔びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕
第22回錦織美術倶楽部作品展
9月21日（水）～9月25日（日） 9：00～17：00
（初日は13：00から、最終日は16：00まで）
カ❾ 大津市歴史博物館 企画展示室B  リ 無料
ト 090-3491-7920〔錦織美術倶楽部 / 小泉〕
第32回びわ湖大津淡海節全国大会
9月24日（土）～9月25日（日） 9：40
カ12 大津市北部地域文化センター  リ 無料
ト077-573-1301〔淡海節全国大会実行委員会事務局 / 二柳〕
アンサンブルの楽しみ 
～演奏家のつどい～vol.14
9月24日（土） 14：00
カ❸ 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〕
第16回都若の会
9月24日（土） 14：00
カ❹ まちづくり大津百町館  リ 無料
ト 077-527-3636〔まちづくり大津百町館 / 野口〕
平和堂財団芸術奨励賞受賞者による
「第28回新進芸術家美術展」
10月4日（火）～10月10日（月・祝）
9：30～17：00（最終日は16：00まで）
カ❽ 滋賀県立美術館 ギャラリー  リ 無料
ト 0749-23-4575〔公益財団法人平和堂財団〕
北村朋幹 20世紀の邦人ピアノ作品
10月9日（日） 15：00
カ❸ びわ湖ホール 小ホール
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〕
日本民謡晃和会 第38回民謡発表会
10月16日（日） 10：00～16：00
カ13 大津市民会館 小ホール  リ 無料
ト 077-549-2178〔晃和会 / 山口〕
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（9）
10月16日（日） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 小ホール
リ 一般3,000円、大学生以下2,000円
ト 077-526-0011〔しがぎん経済文化センター〕
大人の楽しみ方32
和谷泰扶（ハーモニカ）＆松尾俊介（ギター）
10月23日（日） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 小ホール
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43回滋賀県高等学校総合文化祭 放送部門
10月27日（木）～10月28日（金） 
27日：9：00～16：50、28日：9：00～12：30
カ❶ 大津市生涯学習センター  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 弁論部門
10月27日（木）
カ14 滋賀県立膳所高等学校  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43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28日（金）
カ14 滋賀県立膳所高等学校  
リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
素謡と仕舞のつどい
10月29日（土） 9：00～18：00
カ15 大津市伝統芸能会館  
リ 無料
ト 077-573-1768〔大津謡曲同好会 / 岡田〕

室内楽への招待 カルテット・アマービレ
10月29日（土） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 小ホール
リ 一般4,000円、青少年（25歳未満）2,000円
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
ベートーヴェンはお好きですか？ ピアノ連弾コンサート
10月30日（日） 15：00
カ16 奏美ホール
リ 一般2,000円、小中学生1,000円
ト 077-524-2334〔そうびホール〕
第47回造形展
11月1日（火）～11月6日（日）
9：30～17：00（最終日は16：00まで）
カ❽ 滋賀県立美術館 ギャラリー  
リ 鑑賞無料、出品料5,000円〔公募〕
ト 0748-66-0246〔滋賀県造形集団事務局〕
気軽にクラシック31
津國直樹 ドイツ歌曲 名曲の愉しみ
11月3日（木・祝） 14：00
カ❸ 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〕
大津芸能倶楽部・秋の芸能発表会2022
～大津の子供たちと落語・コント・常磐津のプロが共演！～
11月5日（土） 13：00
カ❹ まちづくり大津百町館
リ 大人1,500円、高校生以下500円
ト 077-526-3553〔大津芸能倶楽部プロジェクト〕
びわ湖ミュージックフォレスト2022
リード希亜奈＆久末 航 2台ピアノコンサート
11月6日（日） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 小ホール
リ 一般3,000円、青少年（25歳未満）1,000円
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
第6回「紡ぐ音」岡本佐紀子
古典シリーズvol.1 モーツァルト
11月6日（日） 14：00
カ16 奏美ホール  
リ 3,000円
ト 077-524-2334〔そうびホール〕
令和4年度 現代大津絵展
11月8日（火）～11月13日（日）
9：00～17：00（最終日は15：30まで）
カ❾ 大津市歴史博物館 企画展示室B  
リ 無料
ト 090-5047-8586〔日本大津絵文化協会 / 加藤〕
大津管弦楽団 第142回定期演奏会
11月13日（日） 14：00
カ13 大津市民会館 大ホール
リ 一般1,000円、高校生以下500円
トdaikan1951@gmail.com〔大津管弦楽団〕
プリマヴェーラの音楽会（マンドリン）
11月13日（日） 14：00
カ16 奏美ホール  
リ 無料
ト 077-524-2334〔そうびホール〕
平和堂財団芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズvol.25
鳩の音楽会2022
11月13日（日） 15：00
カ❸ びわ湖ホール 中ホール  リ 無料（要整理券・抽選）
ト077-526-0011〔しがぎん経済文化センター「平和堂財団 鳩の音楽会」係〕
ハンガリー国立歌劇場 来日公演
モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』（全2幕）
11月13日（日） 15：00
カ❸ びわ湖ホール 大ホール
リ SS席23,000円、S席19,000円、A席16,000円、
　B席13,000円、C席10,000円、D席8,000円、
　U30席6,000円、U24席4,000円
ト 0570-200-888〔キョードーインフォメーション〕
　03-3544-4577〔コンサート・ドアーズ〕
第45回新作佛像彫刻展
11月15日（火）～11月20日（日） 9：30～16：00
カ❽ 滋賀県立美術館 ギャラリーA区画  リ 無料
ト 0749-55-2187〔中川仏像彫刻所 / 中川〕

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。

カ会場  リ前売料金  トお問い合せ先■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

第52回 滋賀県芸術文化祭 参加事業のご案内
※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。
※公演については、開演時間のみ掲載しています。
※催し物によっては当日料金が異なる場合があります。



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、8.15～8.17、12.29～1.3を除く）
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KEIBUN第九2022演奏会
12月10日（土） 17：00
カ❸ びわ湖ホール 大ホール
リ SS席6,900円、S席6,400円、A席5,600円、
　B席4,800円、C席4,000円
ト 077-526-0011〔しがぎん経済文化センター〕
気軽にクラシック32
関西弦楽四重奏団 バッハに憧れて
12月12日（月） 14：00
カ❸ 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〕
The 30th Anniversary 2022 こどもミュージカル
「鬼が島の鬼と子どもたち～桃太郎との約束」
12月17日（土） 13：30
カ17 滋賀県立県民交流センター ピアザホール
リ 2,000円
ト090-1952-0809〔KIDSひとみジャズダンス・スタジオ / 吉田〕
二兎社公演46『歌わせたい男たち』
12月24日（土） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 中ホール
リS席5,000円、A席4,000円
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
第17回都若の会
12月24日（土） 14：00
カ❹ まちづくり大津百町館  リ 無料
ト 077-527-3636〔まちづくり大津百町館 / 野口〕
人形劇団京芸「あっちこっちサバンナ」
12月25日（日） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 中ホール
リ 大人3,000円、子ども2,000円
ト 0774-21-4080〔人形劇団京芸〕
日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演 vol.15
12月25日（日） 15：00
カ❸ 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〕
びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート2022
12月31日（土） 15：00
カ❸ 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〕
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）
2023年①1月8日（日） ②1月22日（日）
①14：30～16：30 ②9：45～11：45
カ18 コラボしが21  
リ 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
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
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～
山田耕筰と中田喜直
2023年1月15日（日） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 小ホール
リ 一般3,000円、青少年（25歳未満）1,000円
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕

甲賀エリア甲賀エリア
がまの油,口上発表会
9月19日（月・祝） 10：00～12：00
カ1 サンライフ甲西  リ 無料
ト090-8146-9818〔伊吹山がまの油,口上保存会 / 待〕
第54回水口高校吹奏楽部定期演奏会
10月2日（日） 14：00
カ2 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〕
アートキャラバン事業「JAPAN LIVE YELL project」
イルカ 50th Anniversary コンサート
～ほのぼの行こうね！ IN KOKA～
11月19日（土） 14：30
カ2 あいこうか市民ホール
リ 一般3,500円、25歳未満2,500円
ト 0748-62-2626〔あいこうか市民ホール〕
第38回きたむらバレエスタジオ発表会
11月27日（日） 14：00
カ2 あいこうか市民ホール  リ 無料
ト077-525-0577〔きたむらバレエスタジオ / きたむら〕

第7回「紡ぐ音」岡本佐紀子 古典シリーズvol.2 ハイドン
2023年1月15日（日） 14：00
カ16 奏美ホール  リ 3,000円
ト 077-524-2334〔そうびホール〕
モーツァルトの器楽世界 ヴァイオリン・ソナタ
2023年1月21日（土） 14：00
カ❻ しがぎんホール
リ 一般3,500円、大学生以下2,000円
ト 077-526-0011〔しがぎん経済文化センター〕
ワーグナー・ゼミナール（上級編・全3回）
2023年①1月21日（土） 未定
カ❸ びわ湖ホールリハーサル室
リ 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
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
気軽にクラシック33 船越亜弥 今届けたい歌
2023年1月22日（日） 14：00
カ❸ 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〕
オペラへの招待 林 光作曲 オペラ『森は生きている』
2023年1月26日（木）～1月29日（日） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 中ホール
リ 一般6,000円、青少年（25歳未満）2,000円
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕

びわ湖ホール声楽アンサンブル 第76回定期公演
プッチーニ作曲 
歌劇『ジャンニ・スキッキ』（演奏会形式）（全1幕）
11月19日（土） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 中ホール
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15回記念「湖舞の会」日本舞踊公演
11月20日（日） 1部：11：00　2部：14：00
カ15 大津市伝統芸能会館  
リ 各3,000円
ト 077-522-7173〔滋賀邦舞連盟 / 音羽〕
坂東玉三郎 お話と素踊り
11月20日（日） 15：00
カ❸ びわ湖ホール 大ホール
リ S席5,000円、A席4,000円、
　青少年（25歳未満）2,000円
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
びわ湖の午後62
パスカル・ロジェ ピアノ・リサイタル
11月23日（水・祝） 14：00
カ❸ 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10回津軽三味線津軽民謡全国大会
11月25日（金）～11月27日（日） 10：00～20：00
カ13 大津市民会館 大ホール  
リ 1,300円
ト090-4304-5343〔NPO法人日本伝承芸能舞台芸術振興会 / 山口〕
沼尻竜典オペラセレクション
ロッシーニ作曲 歌劇『セビリアの理髪師』（全2幕）
①11月26日（土） ②11月27日（日） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 大ホール
リ SS席13,000円、S席11,000円、A席9,000円、
　B席7,000円、C席6,000円、D席5,000円、
　E席4,000円、U30席3,000円、U24席2,000円、
　セット券18,000円
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
びわ湖ホール声楽アンサンブル
美しい日本の歌（びわ湖ホール公演）
12月3日（土） 14：00
カ❸ びわ湖ホール 大ホール
リ 一般2,500円、青少年（25歳未満）1,000円
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
大津で落語を楽しむ会 定例会・2022冬
12月3日（土） 14：00
カ❹ まちづくり大津百町館  
リ 無料
ト 077-527-3636〔まちづくり大津百町館 / 野口〕
中井勉クリスマスジャズギターライブ
12月3日（土） 14：00
カ❻ しがぎんホール
リ 一般3,500円、大学生以下2,000円
ト 077-526-0011〔しがぎん経済文化センター〕
野村万作・野村萬斎狂言公演
12月4日（日） ①13：00 ②17：00
カ❸ 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
ト 077-523-7136〔チケットセンター〕
大津芸能倶楽部・落語×常磐津公演「流行恋逢都絵“噺”」
～落語と常磐津でつむぐ、大津絵にまつわる恋の物語～
12月10日（土） 14：00
カ16 奏美ホール  
リ 予約2,500円
ト 077-526-3553〔大津芸能倶楽部プロジェクト〕
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カ会場  リ前売料金  トお問い合せ先

■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

第33回長浜アーティスト協会展
10月20日（木）～10月23日（日）
9：00～17：00（最終日は16：30まで）
カ3 長浜文化芸術会館 第1展示室  リ 無料
ト090-1671-1056〔長浜アーティスト協会 / 竹尾〕
第70回記念 芸能文化祭
10月23日（日） 13：00～16：30
カ3 長浜文化芸術会館 大ホール  リ 500円
ト 0749-63-7400〔長浜市文化芸術協会 / 髙田〕
爽秋の饗宴＜和洋3つの弦＞コンサート
10月23日（日） 14：00
カ2 木之本スティックホール
リ 一般2,000円、中学生以下500円、
　障害者と付添1名は各200円
ト 080-7091-7196〔エンモ・コンサーツ〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 美術・工芸部門
10月25日（火）～10月27日（日） 
25日：13：00～17：00、26日：9：00～17：00、
27日：9：00～12：30
カ1 滋賀県立文化産業交流会館  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第20回 第4日曜写生会 会員作品展
10月28日（金）～10月30日（日） 9：00～16：30
（初日は12：00から、最終日は16：00まで）
カ3 長浜文化芸術会館 第2展示室  リ 無料
ト 090-3674-1531〔第4日曜写生会 / 大音〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 自然科学部門
10月28日（金） 9：30～16：30
カ6米原コンベンションホール（米原市役所内）  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 書道部門
10月28日（金）～10月30日（日）
28日：15：00～17：00、29日：9：00～17：00、
30日：9：00～15：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
ながはま寄席「春風亭小朝 独演会」
10月30日（日） 14：30
カ3 長浜文化芸術会館  リ 3,000円
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 長浜文化芸術会館 / 奥野〕
第50回 山東文化祭
11月5日（土）～11月6日（日）
9：30～16：00（最終日は15：00まで）
カ7 米原市山東学びあいステーション
　 8 米原市民体育館   9 ルッチプラザ  リ 無料
ト0749-55-2578〔米原市山東学びあいステーション（NPO法人カモンスポーツクラブ）〕
びわ湖ミュージックフォレスト2022
File9 室内楽 Piano Duo
11月5日（土） 14：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場
リ 一般2,500円、青少年（25歳未満）1,000円
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕

湖西エリア湖西エリア
現代美術作家展
ニュー・ロケーション －点線とのりしろ－
9月13日（火）～9月25日（日） 9：00～17：00
※20日（火）は休館
カ❶ 藤樹の里文化芸術会館  リ 無料
ト 0740-32-2461〔藤樹の里文化芸術会館〕
第39回藤樹先生書道展
10月4日（火）～10月10日（月・祝）
9：00～17：00（最終日は16：00まで）
カ❶ 藤樹の里文化芸術会館  リ 無料
ト090-9714-7677〔NPO法人心のふるさと書道会 / 駒井〕
第25回小中学生藤樹先生書写書道作品展
10月5日（水）～10月10日（月・祝）
9：00～17：00（最終日は16：00まで）
カ❶ 藤樹の里文化芸術会館  
リ 無料
ト 090-9714-7677〔藤樹先生献書会 / 駒井〕
第86回高島市美術協会展
10月23日（日）～10月30日（日）
9：00～17：00（最終日は16：00まで）
カ❶ 藤樹の里文化芸術会館  
リ 無料
ト 0740-25-2527〔高島市美術協会 / 日花〕
滋賀県アートコラボレーション事業
滋賀県文化賞・文化奨励賞・次世代文化賞受賞者によ
るコンサート
「中川 彩 フルートの世界」
10月29日（土） 14：00
カ❷ ガリバーホール  
リ 一般1,000円、18歳未満500円
ト 0740-36-0219〔ガリバーホール〕
令和4年度 MOA美術館 高島児童作品展
11月6日（日）～11月13日（日）
10：00～16：00（最終日は15：00まで）
カ❸ 今津東コミュニティセンター  
リ 無料
ト077-523-1431〔MOA美術館児童作品展実行委員会事務局〕
第18回高島市美術展覧会
11月23日（水・祝）～11月27日（日） 
9：00～18：00
カ❹ 新旭体育館  
リ 無料
ト0740-25-8561〔高島市教育委員会事務局社会教育課 / 下澤〕

湖北エリア湖北エリア
オーチャードコンサート 2022 打楽器
「名手と挑む 名作の世界」
8月27日（土） 15：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場  リ 2,500円
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕

ユーフォニアム・チューバ・アンサンブル
＜GOカルテット＞演奏会
9月4日（日） 14：00
カ2 木之本スティックホール
リ 一般2,000円、中学生以下500円、
　 障害者と付添1名は各200円
ト 080-7091-7196〔エンモ・コンサーツ〕
びわ湖ミュージックフォレスト2022 
File5 室内楽 DUO Cello＆Piano～音楽の語らい～
9月4日（日） 14：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場  
リ 500円
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕
第74回長浜市美術展覧会
【1期】9月4日（日）～9月10日（土）
【2期】9月18日（日）～9月23日（金・祝）
9：00～17：00（各期とも最終日は16：00まで）
カ3 長浜文化芸術会館  リ 無料
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 長浜文化芸術会館 / 奥野〕
関西フィルハーモニー管弦楽団
リラックス コンサート in 長浜
9月18日（日） 15：30
カ4 浅井文化ホール
リ 一般4,200円、ペア8,000円、
ト 0749-74-4000〔浅井文化ホール〕
びわ湖ミュージックフォレスト2022
File6 室内楽 quintet～Rootribute～
9月19日（月・祝） 14：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場  リ 1,500円
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕
びわ湖ミュージックフォレスト2022
File7 打楽器 ～目で見る音、聴こえる景色～
10月2日（日） 15：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場  リ 2,000円
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕
びわ湖ミュージックフォレスト2022
File8 邦楽 「薩摩琵琶と筑前琵琶」
10月8日（土） 18：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 中庭特設ステージ
（雨天の場合は小劇場）
リ 1,000円
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕
第8回長浜市中学校吹奏楽祭
10月14日（金） 9：45～12：30
カ4 浅井文化ホール  リ 無料
ト0749-63-7400〔長浜文化芸術会館内 長浜市民文化創造協議会〕
滋賀県アートコラボレーション事業
祭・息づく太鼓
10月16日（日） 14：00
カ5 伊吹薬草の里文化センター ジョイホール
リ 一般2,500円、18歳以下1,500円
ト0749-58-0105〔米原市伊吹薬草の里文化センター〕



307

306

東近江市

彦根市

愛荘町

甲良町
多賀町

豊
郷
町

湖東エリア湖東エリア

琵琶湖

名
神
高
速
道
路

東
海
道
新
幹
線

近
江
鉄
道

のとがわ

いなえ

かわせ

みなみひこね

ひこね

たがたいしゃまえ

あまご

たかみや

とよさと

え
ち
が
わ

彦根I.C.

湖東三山
スマートI.C.

東近江市

のとがわ

東海道本線

（琵琶湖線）

❹❹

❺❺

❻❻

❼❼

❸❸

❷❷

❶❶

アートキャラバン事業「JAPAN LIVE YELL project」
イルカ 50th Anniversary コンサート
～ほのぼの行こうね！ IN NAGAHAMA～
11月5日（土） 14：30
カ3 長浜文化芸術会館
リ 一般3,500円、25歳未満2,500円
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 長浜文化芸術会館 / 奥野〕
びわ湖ホール声楽アンサンブル 
ファンタジックオペラ「泣いた赤おに」
11月8日（火） 14：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール
リ 大人1,000円、子ども（4歳～中学生）500円
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕
みんなでc こ　ん　せoncert ～長浜音楽祭2022～
11月12日（土）～11月13日（日） 12：00
カ3 長浜文化芸術会館  リ 1日券500円
ト0749-63-7400〔長浜文化芸術会館内 長浜音楽祭実行委員会〕
橋本幸枝ピアノ・リサイタル「橋本幸枝の軌跡」
11月13日（日） 14：00
カ2 木之本スティックホール
リ 一般2,000円、障害者と付添1名は各200円
ト 080-7091-7196〔エンモ・コンサーツ〕
古典芸能キッズワークショップ
箏曲ジュニア・アンサンブル 合同成果発表会
11月13日（日） 14：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場
リ 入場無料（要整理券）
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕
ぶんさん0歳児からのコンサート vol.2
11月23日（水・祝） 14：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール
リ 一般2,000円、青少年（25歳未満）1,000円、
　小学生以下500円
　※3歳未満膝上鑑賞可（座席が必要な場合は有料）
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕
第104回湖国文芸吟社「鳰」秋季句歌大会
11月25日（金）～11月26日（土） 8：30～17：00
カ10 虎姫時遊館  リ 参加応募者2,000円、見学無料
ト 0749-72-3927〔湖国文芸吟社「鳰」 / 杉中〕
令和4年度 MOA美術館 湖北児童作品展
11月26日（土）～11月27日（日）
10：00～16：00（最終日は15：00まで）
カ3 長浜文化芸術会館  リ 無料
ト077-523-1431〔MOA美術館児童作品展実行委員会事務局〕
アートキャラバン事業「JAPAN LIVE YELL project」
クロワッサンサーカスショー BIWAKO ツアー2022
IN NAGAHAMA
12月4日（日） 14：00
カ2 木之本スティックホール
リ 一般2,000円、25歳未満1,500円、
　 一般＆25歳未満ペア3,000円
ト 0749-82-2411〔木之本スティックホール〕
あふみヴォーカルアンサンブル 
クリスマスコンサート2022『チェンバロの響きと共にⅡ』
12月17日（土） 18：30
カ11 六荘まちづくりセンター ホール
　※インターネットでもライブ配信有
リ 無料（要整理券、ホームページより申込可）
ト080-3034-6972〔あふみヴォーカルアンサンブル〕
すいーと・ほーんズ演奏会
12月18日（日） 14：00
カ2 木之本スティックホール  リ 500円
ト 080-7091-7196〔エンモ・コンサーツ〕
滋賀県次世代育成ユースシアター事業 
ミュージカル『森は生きている』
12月18日（日） 14：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール
リ 一般1,000円、青少年（25歳未満）500円
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕
オーチャードコンサート 室内楽（カルテット）
12月23日（金） 18：30
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場  リ 2,500円
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕
令和5年湖北児童生徒書き初め展
2023年1月27日（金）～2月6日（月） 
9：00～17：00
カ3 長浜文化芸術会館  リ 無料
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 長浜文化芸術会館 / 奥野〕
マーチングバンドの祭典 フィールドアート2023
2023年1月28日（土）・29日（日） 14：00
カ1 滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール
リ 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
ト 0749-52-5111〔滋賀県立文化産業交流会館〕

湖東エリア湖東エリア
第72回（令和4年度）彦根市秋の文化祭
8月27日（土）～11月27日（日） ※催し毎に異なります
カ❶ ひこね市文化プラザ等、市内一円
リ 催し毎に異なります。
ト0749-23-7810〔彦根市文化スポーツ部文化振興課〕
テーマ展「源氏物語 －古典の継承と展開－」
9月8日（木）～10月5日（水）
8：30～17：00（入館は16：30まで）
カ❷ 彦根城博物館  リ 一般500円、小中学生250円
ト 0749-22-6100〔彦根城博物館〕
第69回（令和4年度）彦根市美術展覧会
9月11日（日）～9月18日（日）※12日（月）は休館
9：30～17：00（最終日は15：00まで）
カ❶ ひこね市文化プラザ  リ 無料
ト 0749-23-7810〔彦根市美術展覧会事務局〕
滋賀県アートコラボレーション事業
STEELPAN ORCHESTRA ぷらす ANISON プラ
ス DANCE ライブ
9月25日（日） 14：00
カ❸ みずほ文化センター
リ 一般2,000円,、25歳未満1,000円
ト 0749-43-8111〔みずほ文化センター〕
企画展「上田道三 －彦根の歴史風景を描く－」
10月8日（土）～11月7日（月）
8：30～17：00（入館は16：30まで）
カ❷ 彦根城博物館  リ 一般500円、小中学生250円
ト 0749-22-6100〔彦根城博物館〕
BIWAKOビエンナーレ2022 －ORIGINE－
10月8日（土）～11月27日（日）
（水曜日休場、但し11月23日は開場）
10：00～17：00（最終入場は16：30まで）
カ 近江八幡旧市街地、沖島
　 ❶ 彦根城周辺  ❹ 鳥居本など
リ 全エリアパスポート：一般4,500円、学生3,500円
　※中学生以下、障がい者は無料
ト0748-26-5832〔国際芸術祭BIWAKOビエンナーレ実行委員会 / 村井〕
平和堂財団芸術奨励賞受賞者による
「第28回新進芸術家美術展」
10月15日（土）～10月23日（日）
10：00～20：00（最終日は17：00まで）
カ❺ ビバシティ彦根2階 ビバシティホール  リ 無料
ト 0749-23-4575〔公益財団法人平和堂財団〕
多賀大社 献茶式 協賛茶席
10月21日（金） 8：30～13：00
カ❻ 多賀大社
リ 参加ご希望の方はお問い合わせ下さい。
ト090-6062-9155〔（一社）茶道裏千家淡交会滋賀支部 / 東〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 囲碁部門
10月27日（木）～10月28日（金）
カ❼ 滋賀県立彦根東高等学校  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
アートキャラバン事業「JAPAN LIVE YELL project」
イルカ 50th Anniversary コンサート
～ほのぼの行こうね！ IN HIKONE～
11月3日（木・祝） 14：30
カ❸ みずほ文化センター
リ 一般3,500円、25歳未満2,500円
ト 0749-43-8111〔みずほ文化センター〕

令和4年度 MOA美術館 彦根児童作品展
11月5日（土）～11月6日（日）
10：00～16：00（最終日は15：00まで）
カ❶ ひこね市文化プラザ  リ 無料
ト077-523-1431〔MOA美術館児童作品展実行委員会事務局〕
第54回 三曲演奏会
11月6日（日） 11：30
カ❶ ひこね市文化プラザ エコーホール  リ 無料
ト 077-588-0433〔滋賀県三曲協会 / 徳田〕
企画展「彦根藩井伊家の刀剣」
11月10日（木）～12月6日（火）
8：30～17：00（入館は16：30まで）
カ❷ 彦根城博物館  
リ 一般500円、小中学生250円
ト 0749-22-6100〔彦根城博物館〕
平和堂財団芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズvol.25
鳩の音楽会2022
11月12日（土） 15：00
カ❶ ひこね市文化プラザ エコーホール
リ 無料（要整理券・抽選）
ト077-526-0011〔しがぎん経済文化センター「平和堂財団　鳩の音楽会」係〕
第31回滋賀県少年少女合唱祭「ひこね大会」
11月23日（水・祝） 13：00～16：00
カ❶ ひこね市文化プラザ グランドホール  リ 無料
ト090-3973-2943〔彦根児童合唱団（ひこね大会主管） / 福本〕
江州音頭発表会
12月4日（日） 14：00～16：00
カ❶ ひこね市文化プラザ  リ 無料
ト 090-8146-9818〔大津江州音頭保存会 / 桜川〕

東近江エリア東近江エリア
がまの油,口上発表会
8月27日（土） 18：00～19：00
カ1 近江八幡コミュニティセンター  リ 無料
ト090-8146-9818〔伊吹山がまの油,口上保存会 / 待〕
第18回東近江市芸術文化祭
9月1日（木）～12月31日（土）※催し毎に異なります
カ 事業毎に異なります。  
リ 事業毎に異なります。
ト0748-24-5672〔東近江市芸術文化祭実行委員会事務局〕
追求の先に…美を拓くものたち展Part10 フィナーレ
9月17日（土）～2023年1月15日（日）
10：00～18：00（最終日は15：00まで）
カ2 東近江市西掘榮三郎記念探検の殿堂
リ 大人300円、小中学生150円※東近江市民は無料
ト0749-45-0011〔東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂 / 田中〕
令和4年 第71回滋賀県花道展覧会
9月24日（土）～9月25日（日）
10：00～17：00（最終日は15：30まで）
カ3 東近江市立湖東コミュニティセンター  リ 無料
ト 090-2191-9980〔滋賀県花道協会 / 岡本〕
びわ湖・アーティスツ・みんぐる2022
「ガチャ・コン音楽祭Vol.2」【プログラム①】
プロジェクトサポーター“ぐるぐる”講座
第3回「仕事うた～営みを歌う」
9月24日（土） 13：00
カ4 ギャラリー＆カフェ ecole  リ 無料（定員10名）
ト 077-523-7146〔地域創造部〕
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令和4年度必佐地区文化祭
11月5日（土）～11月6日（日）
10：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ19 日野町立必佐公民館  リ 無料
ト 0748-52-3091〔必佐公民館 / 奥井〕
令和4年度日野地区文化祭
11月5日（土）～11月6日（日）
10：00～20：30（最終日は15：00まで）
カ20 日野町立日野公民館  リ 無料
ト 0748-52-0016〔日野公民館 / 藤澤〕
令和4年度西桜谷地区文化祭
11月5日（土） 13：00～16：30
11月6日（日） 9：00～14：30
カ21 日野町立西桜谷公民館・体育館  リ 無料
ト 0748-53-0007〔西桜谷公民館 / 安田〕
令和4年度日野町文化祭
11月12日（土）～11月20日（日）
9：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ22 日野町町民会館わたむきホール虹  
　 23 日野町立図書館  
リ 無料
ト0748-53-3233〔日野町町民会館わたむきホール虹 / 向井〕
第32回日本舞踊内田流「秋の舞踊」
11月20日（日） 12：00
カ5 八日市文化芸術会館  リ 無料
ト 090-3263-8067〔内田流るり雅会 / 内田〕
第18回東近江市芸術文化祭「芸能フェスティバル」
11月23日（水・祝） 10：00～15：30
カ14 あかね文化ホール  リ 無料
ト0748-24-5672〔東近江市芸術文化祭実行委員会事務局〕
アートキャラバン事業「JAPAN LIVE YELL project」
クロワッサンサーカスショー BIWAKO ツアー2022
IN HIGASHIOMI
11月23日（水・祝） 14：00
カ5 八日市文化芸術会館
リ 一般2,000円、25歳未満1,500円、
　 一般＆25歳未満ペア3,000円
ト 0748-23-6862〔八日市文化芸術会館〕
第66回近江八幡市美術展覧会
11月30日（水）～12月4日（日）
9：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ8 近江八幡市文化会館  
リ 無料
ト0748-36-5529〔近江八幡市総合政策部文化振興課 / 近江八幡市美術展覧会事務局〕
歓喜の歌声「第九 in 東近江」2022
クリスマスコンサート
12月4日（日） 14：00
カ14 あかね文化ホール 大ホール
リ 700円
ト0748-34-6552〔市民手作り「東近江第九」実行委員会 / 深川〕
第24回わたむき合唱祭
12月11日（日） 13：00
カ22 日野町町民会館わたむきホール虹  
リ 500円
ト0748-53-3233〔日野町町民会館わたむきホール虹 / 辻井〕
江州音頭発表会
2023年1月15日（日） 11：00～13：00
カ24 東近江江州音頭会館  
リ 無料
ト 090-8146-9818〔大津江州音頭保存会 / 桜川〕
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1月29日（日） 14：00
カ22 日野町町民会館わたむきホール虹
リ 一般2,000円、25歳未満1,000円
ト0748-53-3233〔日野町町民会館わたむきホール虹〕

南部エリア南部エリア
第42回滋賀県書展①
9月3日（土）～9月11日（日） 10：00～18：00
（初日は12：45から/最終日は17：00まで）
カ❶ イオンホール（イオンモール草津モール棟2F）
リ 無料
ト080-2543-0789〔公益社団法人滋賀県書道協会事務局 / 西本〕
関西フィルハーモニー管弦楽団
リラックス コンサート in 野洲
9月4日（日） 15：00
カ❷ シライシアター野洲（野洲文化ホール）
リ SS席4,800円、一般4,500円、
　 親子1,500円（1席あたり）、
　 学生2,000円（当日残席がある場合）
ト077-587-1950〔シライシアター野洲（野洲文化ホール）〕

第18回東近江市芸術文化祭「こどもフェスティバル」
10月1日（土） 13：00～15：30
カ5 八日市文化芸術会館  リ 無料
ト0748-24-5672〔東近江市芸術文化祭実行委員会事務局〕
第18回東近江市美術展覧会
①10月1日（土）～10月6日（木）
②10月8日（土）～10月14日（金）
9：00～17：00（各期とも最終日は14：00まで）
カ5 八日市文化芸術会館 展示室  リ 無料
ト0748-24-5672〔東近江市美術展覧会実行委員会〕
びわ湖・アーティスツ・みんぐる2022
「ガチャ・コン音楽祭Vol.2」【プログラム②】
車内放送『車内放送歌合戦』
10月1日（土）～10月31日（月）
カ 近江鉄道900形車内  
リ 無料（但し、要乗車券）
ト 077-523-7146〔地域創造部〕
BIWAKOビエンナーレ2022 －ORIGINE－
10月8日（土）～11月27日（日）
（水曜日休場、但し11月23日は開場）
10：00～17：00（最終入場は16：30まで）
カ6 近江八幡旧市街地  7 沖島
　彦根城周辺、鳥居本など
リ 全エリアパスポート：一般4,500円、学生3,500円
　※中学生以下、障がい者は無料
ト0748-26-5832〔国際芸術祭BIWAKOビエンナーレ実行委員会 / 村井〕
第18回東近江市芸術文化祭 ロビーコンサート
10月8日（土） 14：30
カ5 八日市文化芸術会館  リ 無料
ト0748-24-5672〔東近江市芸術文化祭実行委員会事務局〕
第111回八美会展
10月14日（金）～10月16日（日）
14日：11：00～17：00
15日：9：00～17：00
16日：9：00～16：00
カ8 近江八幡市文化会館  
リ 無料
ト 0748-37-7848〔八美会 / 肥後〕
令和4年度 徳永押し花工房〔秋のアート展〕
10月18日（火）～10月27日（木）
10：00～18：00（最終日は16：00まで）
カ9東近江市立八日市図書館 2階ギャラリー・集会室
リ 無料
ト 090-3163-7540〔徳永押し花工房 / 徳永〕
県総連45周年・県連60周年 記念祝賀の集い
10月23日（日） 10：00～16：00
カ10 滋賀県立男女共同参画センター  リ 無料
ト090-2389-5251〔滋賀県吟剣詩舞道総連盟 / 林〕

びわ湖・アーティスツ・みんぐる2022
「ガチャ・コン音楽祭」【プログラム③】
「ツアーライブ」
10月23日（日） 未定
カ11 旧金壽堂工場跡  12竹田神社ほか  リ 有料
ト 077-523-7146〔地域創造部〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 写真部門
10月27日（木）～10月28日（金）
27日：9：00～17：00、28日：9：00～11：30
カ5 八日市文化芸術会館  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
令和4年度 MOA美術館 近江八幡児童作品展
10月28日（金）～10月30日（日）
10：00～16：00（最終日は15：00まで）
カ8 近江八幡市文化会館 2階展示室  リ 無料
ト077-523-1431〔MOA美術館児童作品展実行委員会事務局〕
第56回安土・老蘇学区文化祭
舞台発表/11月3日（木・祝） 10：00～15：00
展示/11月5日（土）～11月6日（日） 9：00～17：00
（最終日は15：00まで）
カ13 安土コミュニティセンター  リ 無料
ト0748-46-2346〔安土コミュニティセンター / 中村〕
令和4年度蒲生地区文化祭 
11月4日（金）～11月6日（日）
9：00～19：00（最終日は12：00まで）
カ14 あかね文化ホール  14 蒲生コミュニティセンター
リ 無料
ト 0748-55-0207〔蒲生コミュニティセンター〕
令和4年度南比都佐地区文化祭・菊花展
11月5日（土）～11月6日（日）
9：00～15：30（最終日は14：00まで）
カ15 日野町立南比都佐公民館  リ 無料
ト 0748-52-1220〔南比都佐公民館 / 藤﨑〕
令和4年度東桜谷地区文化祭
11月5日（土）～11月6日（日）
9：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ16 日野町立東桜谷公民館  リ 無料
ト 0748-52-3092〔東桜谷公民館〕
令和4年度西大路地区文化祭
11月5日（土）～11月6日（日）
9：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ17 日野町立西大路公民館  リ 無料
ト 0748-52-1050〔西大路公民館 / 長田〕
令和4年度鎌掛地区文化祭
11月5日（土）～11月6日（日）
9：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ18 日野町立鎌掛公民館、鎌掛森林交流センター
リ 無料
ト 0748-52-1210〔鎌掛公民館 / 山下〕
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第50期〔秋期〕KEIBUN文化講座
9月5日（月）～2023年1月21日（土）
午前の部10：30～12：00
午後の部13：30～15：00
カ❸ 草津アミカホール  ❹ キラリエ草津
　 ❺ フェリエ南草津
リ 1講座全6回13,750円、全3回講座8,250円
ト 077-526-0011〔しがぎん経済文化センター〕
第48回栗東市音楽祭 音楽の森コンサート
9月11日（日） 14：00
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら 大ホール
リ 一般1,000円、高校生以下500円
ト 077-551-1455〔栗東音楽振興会（RISS）〕
滋賀県レイカディア大学同窓会 草津・栗東支部 作品展・活動展
9月16日（金）～9月18日（日）
16日：13：00～17：00
17日：10：00～17：00
18日：10：00～16：00
カ❼ 草津市立図書館  リ 無料
ト080-4564-6346〔滋賀県レイカディア大学同窓会 草津・栗東支部〕
第18回野洲市美術展覧会
9月17日（土）～9月24日（土）
10：00～16：00（最終日は12：00まで）
カ❷ 野洲文化小劇場  リ 無料
ト077-587-6053〔野洲市美術展覧会事務局 / 平井〕
第60回滋賀県吹奏楽祭 
大学・職場一般の部「ブラスフェスティバル2022」
9月18日（日） 10：30～17：00
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら  リ 700円
ト090-4907-4877〔ブラスフェスティバル2022実行委員会 / 西島〕
セシリアシンガーズ第10回定期公演 「そして、これから」
9月23日（金・祝） 14：00
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら 中ホール  リ 3,000円
トceciliasingers.ensemble@gmail.com〔セシリアシンガーズ〕
第53回守山市美術展覧会
10月1日（土）～10月9日（日）
9：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ❽ 守山市民ホール  リ 無料
ト077-582-1142〔守山市教育委員会事務局 社会教育・文化振興課 / 藤田・﨑山〕
第22回三村奈緒子キッズダンス発表会
10月15日（土） 18：00
カ❾ 草津クレアホール  リ 無料
ト 090-5124-9506〔NDSS / 三村〕
アートフェスタくさつ2022
10月22日（土） 10：00～21：00
カ10 草津市役所、アクアプラザ  ❸ 草津アミカホール
　 11 込田公園  12 草津川跡地公園ほか  リ 無料
ト077-561-2428〔草津市教育委員会事務局生涯学習課 / 松岡〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 総合開会式
10月23日（日） 12：30～16：00
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら 大ホール  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 郷土芸能部門
10月23日（日） 14：00～16：00
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 合唱部門
10月27日（木）～10月28日（金） 
27日：9：00～18：00、28日：9：00～18：00
カ❷ シライシアター野洲（野洲文化ホール）  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 吹奏楽部門
10月27日（木）～10月28日（金） 
27日：9：50～17：30、28日：9：50～12：00
カ❽ 守山市民ホール  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 器楽・管弦楽部門
10月27日（木）～10月28日（金） 
27日：9：50～17：30、28日：9：50～12：00
カ❽ 守山市民ホール  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 将棋部門
10月27（木）～10月28日（金）
カ13 滋賀県立湖南農業高等学校  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 演劇部門
10月27日（木）～10月30日（日） 
27日：9：35～15：20、28日：9：50～15：20
29日：9：50～15：20、30日：9：50～17：00
カ❾ 草津クレアホール  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕

第43回滋賀県高等学校総合文化祭 日本音楽部門
10月28日（金） 11：00～15：30
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 文芸部門
10月28日（金） 
カ14 立命館守山高等学校  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第43回滋賀県高等学校総合文化祭 新聞部門
10月28日（金） 9：30～16：00
カ❸ 草津アミカホール  リ 無料
ト0748-23-3322〔滋賀県高等学校文化連盟 / 安田〕
第67回宗鑑忌俳句大会
10月28日（金） 10：30～16：00
カ10 草津市役所 8階大会議室
リ 参加費500円（当日投句料含む）
ト077-561-2428〔草津市教育委員会事務局生涯学習課 / 奥村〕
湖南ギターアンサンブル 第26回さざなみコンサート
10月30日（日） 14：00
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら  リ 無料
ト077-552-9228〔湖南ギターアンサンブル / 鍋谷〕
第50回滋賀県ジュニアミュージックフェスティバル
10月30日（日） 時間未定
カ❷ シライシアター野洲（野洲文化ホール）  リ 無料
ト 077-537-0749〔大津市立晴嵐小学校 / 村部〕
第46回栗東市美術展
11月2日（水）～11月6日（日）
10：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ❻栗東芸術文化会館さきら 展示室・小ホール・練習室
リ 無料
ト077-551-0318〔栗東市教育委員会 スポーツ・文化振興課〕
野洲文化芸術祭2022
11月3日（木・祝）～11月6日（日） 
※催し毎に異なります
カ❷ シライシアター野洲（野洲文化ホール）
リ 無料（茶会は除く）
ト077-587-6053〔野洲市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課 / 平井〕
第59回草津市民文化祭
11月5日（土）～11月6日（日） 10：30～16：00
カ❾ 草津クレアホール  リ 無料
ト 077-563-2829〔草津市文化協会 / 宮﨑〕
さきらジュニアオーケストラ第13回定期演奏会
11月6日（日） 15：00
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら 大ホール
リ 一般1,000円、高校生以下500円
ト077-551-1455〔栗東芸術文化会館さきら / 石田〕
令和4年度 MOA美術館 草津児童作品展
11月11日（金）～11月13日（日）
10：00～16：00（最終日は15：00まで）
カ❶ イオンモール草津 2階イオンホール  リ 無料
ト077-523-1431〔MOA美術館児童作品展実行委員会事務局〕

第60回草津市美術展覧会
11月13日（日）～11月19日（土）
10：00～17：30（最終日は15：00まで）
カ❹ キラリエ草津（市民総合交流センター）5,6階
リ 無料
ト077-561-2428〔草津市教育委員会事務局生涯学習課 / 木内〕
第46回湖陽展
11月18日（金）～11月20日（日）
10：00～17：00（最終日は16：00まで）
カ15 SARA東館2Fエイプレイス（草津エイスクエア内）
リ 無料
ト 077-534-1721〔湖陽展 / 宇髙〕
第39回日本フルートフェスティバル in 滋賀
11月20日（日） 14：30
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら 大ホール  リ 1,500円
ト0748-74-0406〔日本フルートフェスティバルin滋賀実行委員会 / 松山〕
第54回滋賀県工芸美術協会展
11月30日（水）～12月4日（日）
9：30～17：00（最終日は15：00まで）
カ❾ 草津クレアホール 展示ホール  リ 無料
ト 077-564-1074〔滋賀県工芸美術協会 / 三原〕
滋賀県アートコラボレーション事業
滋賀県文化賞・文化奨励賞・次世代文化賞受賞者によ
るコンサート
「詩人 野呂 昶の世界」
12月3日（土） 14：00
カ❾ 草津クレアホール
リ 一般1,500円、18歳未満800円
ト 077-561-6100〔草津アートセンター〕
アートキャラバン事業「JAPAN LIVE YELL project」
クロワッサンサーカスショー BIWAKO ツアー2022
IN RITTO
12月24日（土） 14：00
カ❻ 栗東芸術文化会館さきら
リ 一般2,000円、25歳未満1,500円、
　 一般＆25歳未満ペア3,000円
ト 077-551-1455〔栗東芸術文化会館さきら〕
第46回滋賀県青少年書展
2023年1月6日（金）～1月8日（日）
10：00～17：00（最終日は15：00まで）
カ❹草津市立市民総合交流センター（キラリエ草津）6階
リ 無料
ト077-545-8025〔滋賀県立東大津高等学校 書道 / 本城〕
第74回滋賀オペラ協会定期公演「四季をうたう」
2023年1月15日（日） 14：00
カ❸ 草津アミカホール
リ 一般2,000円、中学生以下500円
ト 090-9717-1013〔滋賀オペラ協会 / 山下〕
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1月21日（土） 14：00
カ❾ 草津クレアホール
リ 一般2,500円、25歳未満1,000円
ト 077-561-6100〔草津アートセンター〕



第52回滋賀県芸術文化祭
オープニングイベント

日　程　令和4年8月27日（土） 10：00～16：00　　会　場　栗東芸術文化会館さきら
料　金　無料（事前申込不要）　※中ホール公演は当日整理券配布
主　催　滋賀県、滋賀県教育委員会、滋賀県芸術文化祭実行委員会、（公財）びわ湖芸術文化財団

マジックやコンサート、親子で楽しめるワークショップ、
美術作品の展示、県内文化団体の活動紹介コーナーなど、
１日たっぷりアートを楽しめるイベントです！

●文化団体パフォーマンスステージ
時間  12：30開演（12：00開場）　　会場  小ホール
音楽に合わせて大きな紙に作品を書く迫力の「書道パフォー
マンス」、「プチ・バレリーナ」によるかわいいステージ、本
イベントの開催場所である栗東芸術文化会館さきらを拠点に
活動する「さきらジュニアオーケストラ・アカデミーアンサ
ンブルチーム」による弦楽アンサンブルをお届けします。

●文化芸術体験ワークショップ
時間  10：00～16：00　
会場  研修室・和室・展示室・中ホールホワイエ2階
小さなお子様も楽しめるいけばなや茶道、缶バッジづくりな
どのワークショップです。
※各ワークショップの内容・時間等は
　HP（https://biwako-arts.or.jp/rd/）、チラシをご確認ください。

●片山幸宏マジックショー
時間  11：30開演（11：00開場）　
会場  中ホール
令和2年度滋賀県次世代文化賞を受賞した
片山幸宏氏によるマジック公演

●びわ湖ホール声楽アンサンブル
　「0歳児からのコンサート ～音楽の動物園～」
時間  14：00開演（13：30開場）　　会場  中ホール
曲目　音楽劇「ふしぎな動物園」（新井鷗子著『おはなしクラシッ

ク②』より 原曲：サン＝サーンス「動物の謝肉祭」）、もり
のくまさん、ねこふんじゃった変奏曲 ほか

オペラ歌手の歌とピアノの演奏で音楽の動物園を冒険。ステージ
に映される市居みか氏の新作イラストにも注目！

「つながる  ひろがる  アートひろば」
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