リリアチケットセンター（リリア1階）

※各公演とも未就学児童の入場はご遠慮ください。
（一部除く。）
※リリアではインターネット情報サービスを行っています。
（10:00〜19:00 火曜定休） http://www.lilia.or.jp
※入場料金は税込です。
（リリアが指定した公演のチケットも購入できます。）

蘂254-9900
デュオ・リサイタル

〈プログラム〉ロドリーゴ:愛のアランフェスより ほか
全席指定 3,500円

プラハ放送交響楽団

チェコの名門
ピアノ : スタニスラフ・ブーニン
指 揮 : ウラディミール・ヴァーレク

〈プログラム〉
ドヴォルザーク:交響曲第9番ホ短調「新世界より」 ほか
全席指定 S席11,000円 A席8,000円 B・C席完売

（ソプラノ）

ワガノワ・バレエ・アカデミー教師による特別レッスン（日本語通訳付き）
会場 : 催し広場

川口国際文化交流フェスティバル ２００８〔７/２６貍・２７豸〕

（メゾ・ソプラノ）

7月26日（土）

デュオ・リサイタル
〈プログラム〉オッフェンバック:〈ホフマン物語〉より
「フィナーレ／お前の心の燃えがらで」 ほか
全席指定 4,000円

谷 内 六 郎 展
〜なつかしさと安らぎの世界〜

〜

メ
イ
ン
ホ
ー
ル

谷内六郎さんの詩的で叙情あふれる作品をぜひご覧ください。
一般・大学生500円（当日700円） 小・中・高校生300円（当日400円）
団体400円（10人以上）
団体250円（10人以上）
※団体のチケットはリリア・チケットセンターのみ取り扱い

谷内六郎展 ボランティア募集

谷内六郎展期間中、
ボランティアを募集します。
〈内容〉チケットもぎり、
当日券販売補助、
場内監視、
物販補助 など
〈日時〉7月4日
（金）〜13日
（日）①10:00〜15:00 滷15:00〜19:00
※上記の日時で都合の良い日で応募してください。
谷内六郎《タネを吹く子》水彩・紙1960年
【申し込み・問い合わせ】
リリア・事業課 蘂258-2000
狡Michiko Taniuchi 谷内六郎館蔵

五嶋

龍

ヴァイオリン・コンサート２００８

メインホール
〈指 揮〉小松長生
8／27（水）
〈管弦楽〉東京フィルハーモニー交響楽団
19:00
〈プログラム〉ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調op.26 ほか
全席指定 S席9,000円 A席8,000円 B席7,000円
当日学生席3,000円 前売5／17（土）〜

松竹大歌舞伎

メインホール
8／31（日）
14:00

あし

や

どう まん おお うち かがみ

一、芦屋道満大内鑑
舞 伎
二、歌
十八番の内

の

かん

じん

ちょう

勧

進

帳

葉

一幕

長唄囃子連中

〈出演〉松本 幸四郎、中村 魁春、中村 梅玉 ほか
全席指定 S席6,000円 A席5,000円 B席3,000円

メインホール
9／4（木）
19:00

野村万作・萬斎 狂言の現在 ２００８
せんじもの

演目 :

音
楽
ホ
ー
ル

ほか

〈出演〉野村 万作、野村 萬斎、石田 幸雄 ほか
全席指定 S席4,500円 A席4,000円 前売5／10（土）〜

ロベルト・ホル

（バスバリトン）

音楽ホール
10／31（金） 薄幸の天才、F. シューベルトの最後の作品「白鳥の歌」を歌う
ピアノ : みどり・オルトナー
19:00

〈特別出演〉ソプラノ:エレン・ファン・リアー クラリネット:エルンスト・オッテンザーマー
全席指定 4,000円 前売5／11（日）〜

S TIVA F U SI
L

国本武春・アパラチアン三味線 サマー・ジャズ・ライブ２００８
アメリカ・テネシー州の熱狂と喝采をリリアで!
国本武春のブルーグラス三味線登場。三味
線の弾き語りで綴る和洋音楽のクロスロード。
今回招聘するブルーグラスのみなさんとの
グルーヴィンなライブ共演もお聴き逃しなく!
開演 15:00
全席自由 1,500円 好評発売中

真夏の夕涼みにお届けする、豪華メンバーによるジ
ャズライブを心と体でたっぷりとお楽しみください。
特別ゲスト : 北村英治（クラリネット）
出演 : 矢野沙織（サックス） 河合代介（ハモンド・オルガン）
BREEZE（アカペラ）
・松永貴志（ピアノ）
シャープス・ナイン スペシャル（演奏）
司会 : 高橋伸寿
開演 15:30 全席自由 3,000円 好評発売中

青島広志の音楽ビックリ箱! 〜アメリカ編〜

アメリカン・ミュージックの源流
ブルーグラス・ユース・交流コンサート

オペラ歌手・作曲家・指揮者・ピアニストなど様々な肩書きを
持つ青島広志さんがアメリカ音楽をテーマに楽しいひと時
をお届けします。
出演 : 青島広志（トーク／演奏）
・ソプラノ : 島田ユミ子
テノール : 小野勉 指揮 : 平松剛一
合唱 : 平松混声合唱団
曲目 : ガーシュイン:3つの前奏曲、
ドヴォル
ザーク: 新世界 交響曲より2楽章、
ディズニ
ーのアニメソングより「星に願いを」／「美
女と野獣」、黒人霊歌より「深い川」ほか
開演18:30
全席自由 2,500円 好評発売中

今年5月に全米デビューする天才マンドリン少女シェラ・ハル（テ
ネシー州出身）率いるブルーグラスメンバーとウエストバー
ジニア州・ウィーリング・パーク高校、
ケンタッキー州・ギャラテ
ィン高校のブルーグラス部の皆様を招聘します。アメリカ音
楽のルーツの一つとも言える、
ブルーグラスの若きミュージシ
ャン達との交流コンサートを開
催します。ぜひ、
ご鑑賞ください。
開演14:00
入場無料（要応募）
※応募方法は下記参照

アメリカ映画上映会（映画解説付き。①・④・潸は日本語吹き替え版）
映画評論家・国弘よう子さんが選んだお薦めのアメリカ映画をお楽しみください。

催
最近ヒットした映画〜昔の名作映画、子ども〜大人のかたまで楽しめる映画を用意しました。ぜひ、ご覧ください。
し
7 ①「ハッピーフィート」
開映11:00 7 ④「レミーのおいしいレストラン」 開映10:30
広 ／
／
開映13:30
潸「パイレーツ・オブ・カリビアン」 開映12:45
場 ２６ 滷「スタンド・バイ・ミー」
２７
貍 澆「ニューシネマ・パラダイス」

開映15:30 豸 澁「めぐり逢えたら」

開映15:30

入場無料（要応募）応募方法は下記参照。※都合により、上映作品を変更する場合もありますので予めご了承ください。
〔応募方法〕往復はがきに〒、住所、氏名、電話番号、希望公演名、希望人数（4人まで）を記入のうえ、下記までご応募ください。
〒332-0015 川口市川口3-1-1 リリア「鑑賞希望」係 ※映画鑑賞ご希望のかたは上映作品もご記入ください。
締め切り…6月25日（水）消印有効（応募者多数の場合は抽選）

〈フリーマーケット出店者募集〉7／27（日）10:00〜15:00
・場
所：リリアパーク周辺
・募 集 数：200店舗（全て野外） ・スペース：1区画 約4.8裃〜6.4裃
・参 加 費：1区画 2,000円＋80円切手1枚
・駐車場代金：1,000円（希望者のみ必要）
・応 募 方 法： 往復はがきに〒・住所・氏名・電話番号・販売するもの（例:衣服類・日用品・雑貨など）
・希望区画（2区画まで）、
駐車場希望の有無を記入のうえ、下記まで申し込みください。
（応募多数の場合は抽選）
※プロのかたの応募はご遠慮ください。
〒332-0015 川口市川口3-1-1 リリア・フリーマーケット係
・応募期間：5月14日（水）〜20日（火）消印有効（応募は一世帯1通のみ）・問い合わせ：リリア・事業課 蘂258-2000

国 際 交 流

INTERNATIONAL EXCHANGE

国際交流員（非常勤職員）募集
集
務
用
務
務

FE

7月27日（日）

すみ ぬり

煎物／墨塗

〜リートの巨人〜

①募
滷業
澆雇
④勤
潸勤
澁報
⑦応

Work Shop by Vaganova Ballet Academy

・日
時：8月6日（水）〜8日（金） 初級クラス14:00〜15:30／中級クラス16:00〜17:30
・教
師：イリーナ・シトニコワ（初級・中級）、ユリア・シモーノワ（ピアニスト）
・定
員：各クラス30人 ・受 講 料：各クラス15,000円（3日間）当日受付で支払い。
・参加資格：初級／おおむね3年以上の経験で10歳以上の男女
中級／おおむね5年以上の経験で13歳以上の男女
・申し込み：指定の申込書（市内各公民館、
リリアにあります）に記入のうえ、〒332-0015 川口市川口
3-1-1 リリア・事業課「ワガノワ・バレエ・アカデミー レッスン」係まで郵送またはFAXで申し込
みください。
（応募者多数の場合は抽選）
・申込期間：5月12日（月）〜6月30日（月）必着 ・問い合わせ：リリア・事業課 蘂258-2000 薨258-2100

D

幸田 浩子 & 林 美智子

展示ホール
7／4（金）
13（日）
10:00〜
19:00

（ギター）

WO R L

音楽ホール
7／4（金）
19:00

（ピアノ）

200 8

メインホール
6／26（木）
19:00

熊本 マリ & 荘村 清志

子どもフリーサロンのようす

人
内
期
時
場

員…1人
容…外国人住民の生活支援および国際交流関係事務など
間…8月1日
（金）
〜平成21年3月31日
（火）
間…平日9:30〜17:30 週5日勤務（日・月曜・祝日を除く）
所…かわぐち市民パートナーステーション
酬…月額320,000円
募 資 格…国籍を問わず、
日本語能力試験1級程度のかたで、英語・中国語の
通訳・翻訳のできるかた
⑧応 募 方 法…履歴書に写真を貼付し、5月31日
（土）
までにキュポ・ラ本館棟M4階
へ本人が持参。書類審査および面接により後日決定。
⑨問い合わせ…かわぐち市民パートナーステーション 蘂227-7633
（詳細は市ホームページの募集要項をご覧ください。）

川口オート 5月開催日程
1 （木）〜 4 （祝）
5 （祝）〜 8 （木）
10（土）〜12（月）
15（木）〜19（月）
21（水）〜23（金）
24（土）〜28（水）
30（金）〜6/2（月）
広報かわぐち2008.

ON

音楽ホール
6／10（火）
18:30

小学校でアメリカ文化を紹介する国際交流員

戸田競艇 5月開催日程

船橋場外

1 （木）〜 6 （振）
21（水）〜26（月）
飯塚場外 伊勢崎場外（リレーナイター併売） 27（火）〜6/1（日） SG平和島場外
飯塚場外（G蠡ジュニア選手権）
5/ 6（振）場所 : 戸田競艇場イベントホール
船橋場外（G蠢黒潮杯）

5

イベント

「元オリンピック代表! 中田大輔」による トランポリンショー
5/18（日）場所 : イトーヨーカドー錦町店
「競艇選手」&「炎の料理人 金萬福」によるトークショー

