
 リリアチケットセンター（リリア1階） 
蘂254-9900
（10:00～19:00 火曜定休） 
※入場料金は税込です。 

※2月18日（月）は、保守点検のため全館休館日となります。 
※各公演とも未就学児童の入場はご遠慮ください。 
※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。 
　http://www.lilia.or.jp （リリアが指定した公演のチケットも購入できます。） 

メインホール 音楽ホール  

音楽ホール  

3／19 
（水） 
19:00

80's、90'sのエヴァーグリーンなマスター・ピースを揃えたセットリストで熱
心なファンはもちろんのこと、久しぶりのかたや初めてのかたにとっても楽
しめる内容になっています。ぜひお楽しみください。 
全席指定  7,000円（当日7,500円） 

佐野元春 & THE HOBO KING BAND
｀Sweet Soul, Blue Beat´ 

〈チェロ〉丸山泰雄・渡邊辰紀・山本裕康・林　裕 

上森祥平・石川祐支・三森未来子・荒　庸子 
水谷川優子・海野幹雄・石　豊久・灘尾　彩 

〈ソプラノ〉菅　英三子 

〈指　揮〉ウラディミール・ヴァーレク 
〈ピアノ〉スタニスラフ・ブーニン 
〈管弦楽〉プラハ放送交響楽団 

ピアノ : スタニスラフ・ブーニン 

4／12 
（土） 
18:00

2003年「さくら（独唱）」で大ブレークを果たして以来、叙情的な詩世界とその独
自な歌声が注目を集め、その後もコンスタントにリリースを続け、′06年11月には
2枚目のフルアルバム「風待ち交差点」をリリース。そのアルバムとともにワールド
ツアーを昨年6月まで敢行。9万人を動員し、成功をおさめた。2008年のツアー
はリリアで幕を開けます。 
全席指定  6,000円  前売2／10（日）～ 

全国各地で大好評! 「しまじろう劇場公演」待望の新作がいよいよ埼玉県“初
公演”です! しまじろう達といっしょに歌う・踊る・遊ぶ! ただ観るだけではない
“参加する舞台”へ。ご家族そろってぜひお越しください。 
全席指定  1,500円  前売2／3（日）～ 
※2歳以下で保護者の膝上でご覧になる乳幼児は無料。 

日本のトップ・チェロプレーヤーが集まって結成され、リーダーの丸山泰雄をはじ
めメンバー全員がコンクール優勝者・上位入賞者で、ソリスト、室内楽のトップア
ーティストや主要オーケストラの首席奏者として活躍しています。 
ファンタジックなチェロの音色と絶妙なアンサンブルの魅力をお楽しみください。 

１２人の凄腕チェリストたち 
スーパー・チェロ・アンサンブル・トウキョウ 

2／28 
（木） 
19:00

森山直太朗 コンサートツアー２００８ 『諸君!?』 

6／1 
（日） 
15:00

6／26 
（木） 
19:00

10周年記念全国ツアーもいよいよ終盤戦。全国各地で完売が続出している
中で、ファンの強い要望により、急遽、川口リリアでの追加公演が決定! 
全席指定  7,500円 

綾戸智恵 デビュー10周年記念ツアー ２００７-２００８ 

〈プログラム〉スメタナ:連作交響詩「わが祖国」よりモルダウ 
ドヴォルザーク:交響曲第9番ホ短調「新世界より」 
ベートーヴェン:ソナタ第8番ハ短調「悲愴」 

ピアノ協奏曲第3番ハ短調 
全席指定  S席11,000円 A席8,000円 B席6,000円 

C席4,000円 

宝塚ブランドロマン 
「外伝ベルサイユのばら ─ジェローデル編─」 
原作・外伝原案／池田 理代子　脚本・演出／植田 紳爾 
ショー・ファンタジー 
「ミロワール」─鏡のエンドレス・ドリームズ─ 
作・演出／中村　暁 
全席指定  S席6,500円  A席6,000円  前売2／17（日）～ 

プラハ放送交響楽団 
チェコの名門 

広報かわぐち2008.　2

1/31（木）～ 4 （月） 

7 （木）～10（日） 

11（祝）～16（土） 

19（火）～24（日） 

27（水）～3/3（月） 

 

 

G蠢平和島場外 

〈プログラム〉バーンスタイン:トゥナイト 
ブラームス:間奏曲 
ヴィラ＝ロボス:ブラジル風バッハ第5番（ソプラノ・ソロ:菅英三子） 
ソッリマ:ヴィオロンセル・ヴィブレ!!（チェロよ歌え!!） 
フランセ:オーバード  ほか 

全席指定  3,500円 

戸田競艇 2月開催日程 
 3 （日）～ 6 （水） 
7 （木）～11（祝） 
17（日）～19（火） 
20（水）～22（金） 
23（土）～27（水） 
29（金）～3/3（月） 

 
浜松場外（SG全日本選抜） 
 
伊勢崎場外 
飯塚場外（G蠢開設記念） 

川口オート 2月開催日程 

数々の名シーンを生んだ“live image” 2／6にアルバム「image 7 sept」を発売し、4月のリリアから
全国ツアーがスタートします。 
全席指定  7,800円  前売3／1（土）～ 

4／19 
（土） 
16:00

live image 7 “emotional & relaxing” 
〔出演〕加古 隆／小松 亮太／ゴンチチ／羽毛田 丈史 

元 ちとせ／古澤 巌／松谷 卓／宮本 笑里 ほか 

〔出演〕水　夏季・白羽 ゆり ほか 
6／6 
（金） 
14:00 
18:00

宝塚歌劇雪組公演 

sept

展示ホール  

7／4 
（金） 
 
13 
（日） 

10:00～ 
19:00

谷内六郎さんは1921年東京に生まれ′55年に第1回「文藝春秋漫画賞」を受賞
後′56年の「週刊新潮」創刊と同時に表紙絵を担当し、以後′81年まで26年間発
表を続け、古き良き日本への郷愁をさそう独特の画風で人気を集めました。総点
数は1300点以上におよび、その他にも絵本、挿絵、装丁、広告、デザインなど幅広
く優れた作品を多く遺しています。 
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） 

団体400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　 
前売2／9（土）～ 

演奏 : 正木叔子&ニコラ・チッタディン 

～リリア・プロムナード コンサート～ 

入場無料 （未就学児童の入場はご遠慮ください。） 

3／7 
（金） 
15:00 
19:00

4／20 
（日） 
13:00 
15:30

パイプオルガン無料演奏会 

アントワープ、ブリュッセル両王立音楽院の打楽器科を首席で卒業。世界的に最
も権威のあるコンクール「第3回世界マリンバ・コンクール」（ドイツ）での第2位
受賞を始め、数々の世界的コンクールで入賞。木の温もりを伝える5オクターブ
のマリンバを自在に操り、ポップス、ワールドミュージック、現代音楽など幅広いフィールドで活躍中。 
〈プログラム〉リムスキー＝コルサコフ:「熊蜂の飛行」／ピアソラ:「リベルタンゴ」 

SINSKE:「この道を歩き続けるために」ほか 
全席指定  3,000円 

SINSKE マリンバ世界一周 
～癒しの重低音・マリンバが紡ぎ出す音楽の旅～ 

チャイコフスキーとショパンの二大国際コンクールに入賞した唯一の日本人とし
て大きな注目を集め、その後も人気、実力ともに日本を代表するピアニストとし
て目覚ましい活躍を続けています。このたび、リリアホールと多くのファンのため
に「ショパン・リサイタルシリーズ」として2008～2010年の3回にわたりオー
ルショパンプログラムの特別企画が実現しました。 
〈プログラム〉ショパン:ワルツ全14曲（第1番～第14番） 

ショパン:バラード全4曲（第1番～第4番） 
全席指定  4,000円 

小山実稚恵 ショパン・リサイタル・シリーズ 

～なつかしさと安らぎの世界～ 
谷 内 六 郎 展  

3／9 
（日） 
14:00

3／12 
（水） 
19:00

川口少年少女ミュージカル団員募集!!
総合舞台芸術ともいえるミュージカルをとおして、次代を担う子どもたちの感性を磨き、豊かな情緒を育むことを目的として、
リリアの開館以来その活動は19年目を迎えます。現在、小学4年生～大学生までの約60人の団員が在籍しています。主な活
動は毎週のレッスンとリリアホールなどにおける公演です。 
　　応募資格 : 小学4年生～高校生まで（平成20年4月現在） 
　　募集人数 : 約15人　受付期間 : 2／17（日）～4／5（土） 
　　応募方法 : リリアおよび各公民館にある応募用紙に記入のうえ、申込料2,000円を 
　　　　　　　  添えてリリア7F事務所へ申し込みください。 
　　オーディション日時 : 4／13（日）　受付17:30～　開始18:00～ 
　　　　　　　　場所 : リリア・1F・催し広場　内容 : 歌・ダンス・演技 
　　問い合わせ : リリア・事業課  蘂258-2000

　　　　　　 

〜 

小・中・高校生300円（当日400円） 
団体250円（10人以上） 

谷内六郎《タネを吹く子》水彩・紙1960年 
狡Michiko Taniuchi 谷内六郎館蔵 

狡Benesse Corporation 
 / しまじろう 

狡宝塚歌劇団 
「全国ツアー公演（Joyful!! 蠡）」より 

チケット割引販売 
主催または指定する公演のチケットを割引で購入できます。 

優先予約 
主催または指定する公演のチケットを一般発売日に先がけて優先的に予約・購入できます。 

チケット郵送サービス 
予約いただいたチケットは、すべて郵送します。またチケット代金は、ご指定の金融機関口座から自動引落し
となります。 

インフォメーションサービス 
リリアメンバーズの会報「公演一覧表」を毎月、リリアのイベント・チケット情報が満載の「リリア・プレス」を
隔月にご自宅へお送りします。 

その他のサービス 
リリア館内「刀屋」（和食）および「銀座アスター川口賓館」（中華）でソフトドリンク1杯が無料となります。
ただしお食事をご注文のかたに限ります。 
■年会費は、2,000円です。支払いは、入会された翌月に、指定の金融機関口座から、自動引落しとなります。 
●申し込み・問い合わせ : リリアメンバーズ事務局　蘂048-258-2009（10～18時 月曜休み） 

リリアメンバーズのご案内 
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