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専門相談（予約制、祝日、年末年始を除く）
・法律相談（弁護士）月曜日 9：00～12：00／13：00～16：00
 火曜日 9：00～12：00
 第1・2・4水曜日 9：00～12：00
 木、第2金曜日 13：00～16：00
・女性法律相談（女性弁護士） ････････････････第1・3火曜日 13：00～16：00
・ファミリー相談（家事問題カウンセラー） ･･････第2・4火曜日 13：30～16：00
・公正証書・遺言相談（公証人） ･･･････････････ 第1・3火曜日 13：30～16：00
・登記相談（司法書士） ･････････････････････････第2・3水曜日 13：30～16：00
・税務相談（税理士） ･･･････････････････････････第1・3金曜日 13：30～16：00
・労務年金相談（社会保険労務士） ･･････････第2・4火曜日 13：30～16：00
・不動産相談（宅地建物取引士） ･････････････第2・4水曜日 13：30～16：00
・不動産鑑定相談（不動産鑑定士） ･･･････････････ 第3金曜日 9：30～12：00
・中高層建築物等相談（弁護士） ･･･････････････････････ 木曜日 9：00～12：00
・交通事故相談（弁護士） ････････････････････････････････ 木曜日 9：00～12：00
・許可申請書等作成相談（行政書士） ･･･････ 第1・3水曜日 13：30～16：00
・外国人諸手続き相談（行政書士） ･･････････ 第1・3水曜日 13：30～16：00
・多重債務相談（弁護士） ･･･････････････････････････ 第3金曜日 13：00～16：00
・土地の測量・境界相談（土地家屋調査士） ････ 第4木曜日 9：30～12：00
　※各種相談は都合により曜日が変更になる場合があります。
　bfg市民相談室　A048-259-9037・9038
消費生活相談（消費生活相談員）
　a開庁日の9：30～12：00／13：00～16：00
　b消費生活センター（本庁舎1階）　A048-258-1241
　（土・日曜、祝日の10：00～12：00／13：00～16：00は国民生活センター
　消費者ホットライン　A188 いやや）

人権相談（人権擁護委員）
　a12/11㈫ 10：00～12：00／13：00～15：00
　b本庁舎1階市民相談コーナー
　g市民相談室　A048-259-9037・9038
行政相談（行政相談委員）
　a1/8㈫ 13：00～15：30 bイオンモール川口前川１階特設ブース
　g市民相談室　A048-259-9037・9038
法律相談（弁護士）（予約制）
　a12/19㈬ 9：00～12：00 b新郷支所
　fg市民相談室　A048-259-9037・9038

家庭児童相談室（子育て相談課内）　h子育てに関する悩み全搬
　a月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 8：30～17：15
　（家庭児童相談員による相談は9：30～16：30）
　A048-259-9005
発達相談窓口（子育て相談課内）　h発達が気になる、遅いなど
　a月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 8：30～17：15
　A048-259-9048
子ども家庭相談室　h育児相談、子どものしつけなど
　a土曜日（祝日、年末年始を除く） 9：30～16：30
　b南平子ども家庭相談室（南平児童センター内）　A048-225-6848
　　芝子ども家庭相談室（芝児童センター内）　　　A048-268-7675
　　戸塚子ども家庭相談室（戸塚児童センター内）　A048-294-7300
児童虐待の相談
　h虐待を受けたと思われる子どもを見つけたり、ご自身が出産や子育て

に悩んだときは相談してください。
・家庭児童相談室（子育て相談課内）
　a月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 8：30～17：15
　A048-259-9005
　（上記の日時以外で緊急のときは市役所代表A048-258-1110）
・児童相談所全国共通ダイヤル　A189（いちはやく）
　（児童相談所開所時間以外は、留守番電話になります）
・埼玉県休日夜間児童虐待通報ダイヤル　A048-779-1154
　a月～金曜日 18：15～8：30　土・日曜、祝日は24時間対応
子ども教育相談
　h学習や友人関係の悩み、不登校、いじめなど教育全般に関する相談
　ab１０：００～１２：００（祝日、休館日を除く）
　　　月曜日…戸塚支所2階会議室
　　　 火曜日…鳩ヶ谷庁舎１階１０１会議室（12/18は休所）
　　　水曜日…新郷支所小会議室　 木曜日…南平文化会館練習室３号
　g教育研究所相談室　A048-２６７-１１２３
いじめ相談テレフォン　A048-264-1510
　hいじめで悩む児童・生徒、保護者の相談
　a月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 9：00～17：00
いじめ相談メール　Mijimesoudan@city.kawaguchi.saitama.jp
　hいじめで悩む市立小・中・高の児童・生徒、保護者の相談
　氏名、住所、児童・生徒の在籍校名・学年を記入してください。
いじめの面接相談（いじめから子どもを守る委員会）（予約制）
　a月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 8：30～17：15
　fg青少年対策室　A０４８-２５８-４０９３

認知症高齢者相談
　a月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 9：00～17：00
　g川口市認知症高齢者相談所　A048-258-1476
健康生きがいづくりアドバイザーによる生きがい相談
　a月2回程度（施設により異なりますのでお問い合わせください）
　b市内9カ所のたたら荘、鳩ヶ谷福祉センター（は～とふる鳩ヶ谷）
　c60歳以上の市民のかた
　e無料（ただし、施設の利用料100円が必要）
　g長寿支援課　A048-259-7651

外国人法律相談（日本語・中国語・英語・韓国語）(予約制)※１回５０分まで
　a毎月第3水曜日（祝日、年末年始を除く）13:00～/14：00～/15：00～
　bかわぐち市民パートナーステーション（キュポ・ラＭ4階）
　c市内の外国人住民
　※希望日の前日17時までに窓口または電話で予約
　fg協働推進課　A048-227-7607
外国人生活相談（日本語・中国語・英語・韓国語）
　h市の情報提供、簡易な生活相談、日本語教室の案内
　a中国語・英語…火～土曜日、韓国語…第1・２・４水曜日
　　10：00～12：00／13：00～17：00（祝日、年末年始を除く）
　bかわぐち市民パートナーステーション（キュポ・ラM4階）
　g協働推進課　A048-227-7607

創業相談
　a月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　bg経営支援課　　 8：30～17：15 A048-258-1647
 川口商工会議所 9：00～17：30 A048-228-2220
 鳩ヶ谷商工会　 8：30～17：15 A048-281-5555
埼玉県よろず支援拠点in川口（予約制）
　h経営上のあらゆる問題に関する出張相談窓口
　a12/13㈭、27㈭ 9：00～17：00
　b川口若者ゆめワーク1階セミナールーム（川口３ー２ー２)
　fg埼玉県よろず支援拠点事務局　A0120-973-248
発明・商標無料相談会（弁理士）（予約制）※1回60分程度
　h特許、実用新案、意匠、商標の出願方法など、知的財産に関する相談
　a12/7㈮、1/11㈮ 10：00～12：00／13：00～16：00
　bリリア11階小会議室2号
　fg川口産業振興公社（SKIPシティ７階）　A048-263-1110
海外取引無料相談
　a12/12㈬ 9：00～12：00
　c市内中小企業や個人事業主のかた
　bg川口産業振興公社（SKIPシティ７階）　A048-263-1110
起業個別相談会（中小企業診断士）（予約制）※1回90分まで
　a12/28㈮ 9：00～12：00　b本庁舎1階市民相談コーナー
　fg経営支援課　A048-258-1647
川口市中小企業融資相談
　h低利（年0.8～1.5％）で長期返済可能な市の制度融資に関する相談
　bg経営支援課　A048-258-1647

①無料建築相談（予約制）※1回50分程度
　a12/  7㈮ 14:00～16:00　b鳩ヶ谷庁舎304会議室
　a12/20㈭ 14:00～16:00　b西公民館会議室2号
②マンション管理相談（マンション管理士）（予約制）※1回50分程度
　h分譲マンションの管理費や修繕積立金など、運営全般に関する相談
　a12/21㈮ 13:00～16:00　b鳩ヶ谷庁舎304会議室
　c市内マンション管理組合など
③賃貸住宅等入居相談会（予約優先）
　a12/12㈬ ９：３０～１６：００　b中央ふれあい館2階講座室３・４号
　c住宅確保要配慮者（低所得者、高齢者、障害者など）と支援者
①～③fg住宅政策課　i048-242-6326

ボランティアに関する相談
　a火～金曜日 9：30～18：30（土曜日 17：30まで、日曜日 17：00まで）
　bgかわぐちボランティアセンター　A048-227-7640
女性のための悩みごと電話相談（女性カウンセラー）
　hDV・セクハラなど
　a第2・4水曜日（祝日の場合は翌日） 13：00～15：00
　gフリーダイヤル　A0120-532-317
女性のための相談窓口（予約制）
　a火・木・金曜日（祝日、年末年始を除く） 10：00～17：00
　fg協働推進課　A048-299-8162
司法書士による夜間無料法律相談（予約制）※1回30分程度
　h相続、遺言、敷金返還、損害賠償、多重債務など
　a12/5㈬、19㈬ 18：00～20：30
　d各10組（先着順）
　bかわぐち市民パートナーステーション（キュポ・ラＭ4階）
　f予約専用　i080-6743-0100（埼玉司法書士会川口支部）
　　予約受付時間…月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 9：00～17：00
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MULTICULTURAL COEXISTENCE

多文化共生

gボートレース戸田 i048-441-7711

ボートレース戸田

g川口オートレース場
i048-251-4376 k048-257-0200

川口オート 入場無料

＊そのほかの公演は、 http://www.lilia.or.jp をご覧ください。（チケットの予約もできます。）
＊一部の公演を除き、未就学児の入場はご遠慮ください。　＊入場料金は税込です。

g障害福祉課　i048-259-7926　k048-256-5650

手話講座ワンポイント

リリア・インフォメーション

fgリリア・チケットセンター
　　  （リリア1階 10：00～19：00）
i048-254-9900

fgリリア・チケットセンター
　　  （リリア1階 10：00～19：00）
i048-254-9900

全館休館日：10/15（月）

12月開催日程

12月開催日程

麗しい３人の女神（ミューズ）たちに
よるバリエーション豊かな珠玉の名
曲を、トークを交えてお贈りします。 

〈プログラム〉クライスラー：プレリ
ュードとアレグロ（松田＆三舩）/ショ
パン：ポロネーズ第６番「英雄」（三舩）/プッチーニ：歌劇「ラ・ボエー
ム」より”私が街を歩くと”（ムゼッタのワルツ）（森＆三舩）  ほか

モーツァルト不朽の名作を自身も指揮した
ゆかりの劇場でお楽しみください！

3，8００円全席指定

女神たちが贈る素敵なコンサート

  （ソプラノ）  　（ピアノ）　　（ヴァイオリン）
森 麻季＆三舩優子＆松田理奈

1/17木
19：00

音楽ホール

卓越した歌唱力と抜群の存在感で人気
の林美智子。繊細な音色で聴衆を惹きつ
ける田部京子。実力派の２人による魅惑
のひとときをお楽しみください。

〈プログラム〉シューマン：女の愛と生涯/
シューベルト:音楽に寄せて/グリーグ：ペ
ールギュント第1組曲（ピアノ･ソロ） ほか

3,000円全席指定

（メゾ･ソプラノ）　 （ピアノ）　　
　　 　デュオ・リサイタル

林 美智子&田部京子2/23土
15:00

音楽ホール

指揮：堀 俊輔/
モーツァルト
　〈プログラム〉モーツァルト：交

0,000円全席指定

リリア
みんな

0/00●
10：00

●●ホール
※4歳から入場可

c小学生以上
d１回２０人程度（申込多数の場合は抽選）
e３００円（当日支払い）
f１０月５日㈮～３１日㈬（必着）までに、〒、

住所、氏名（ふりがな）、電話番号、希望
の部を記入の上、FAXまたはEメールで
k048-258-2100minfo@lilia.or.jp

gリリアi048-258-2000

リリア茶会
～本格的な茶会で茶道を学ぶ～１2/16日

午前の部１０：３０ 午後の部１３：３０
茶室（リリア１０階）

須川展也 with SAX Band
11/17土

15：00
音楽ホール

「文化活動助成金」事業の案内　ホールを利用する市内の個人や
地域団体が行う文化活動に対して実施しています。 gリリア 
i048-258-2000

魅惑の

ミューズ

Ｓ席6,000円 Ａ席5,000円 Ｂ席完売全席指定

全米で完売続出の人気公演が、いよいよやってくる！

ニューイヤーコンサート
ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ

1/12土
14：00

メインホール

歌唱力抜群のヴォーカリスト、ビリー・キングを迎えて、
銀幕の名曲を次々とお届けするとともに、スクリーン上
映も一部入って最高の感動をお
届けします。

〔出演〕
ロイド・バトラー（指揮）
ハリウッド・フェスティバル・オ
ーケストラ（全米屈指の演奏家
４０人で結成）
ビリー・キング（ヴォーカル）

〈プログラム〉
アカデミー賞名曲がずらり
風と共に去りぬ/グレン・ミラー
物語/ロッキー/タイタニック/
インディ・ジョーンズ/ゴースト/
慕情/シャレード/マイ・フェア・
レディ/ローマの休日　ほか

ハリウッド映画の収録にも参加し、全米をはじめ世界中を
ツアーして各地完売を果たす人気オーケストラ。

指揮：ズビネク･ミュラー 
プラハ国立劇場管弦楽団／合唱団
フィガロ：ヤン･シュチャーヴァ
伯爵夫人:アルジュベータ・ポラーチコヴァー ほか

〈プログラム〉ドニゼッティ：歌劇「シャモニーのリンダ」より“おお、この魂の輝きよ”（佐藤）/別宮貞雄：日
本オペラ「葵上」より“春は華やぐ花の宴に”（郡）/プッチーニ:歌劇「トスカ」より“星は光りぬ”（西村）  ほか

S席14,000円　A席12,000円　
B席  9,000円　C席  6,000円

全席
指定

プラハ国立劇場オペラ
モーツァルトに愛され、モーツァルトを最も愛してきた劇場

モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」全4幕(原語上演
字幕付き)

1/10木
18：30

メインホール

郡 愛子（司会進行/メゾ・ソプラノ）
佐藤美枝子（ソプラノ）
西村 悟（テノール）
藤原藍子（ピアノ）

〈プログラム〉ラインベルガー：ラプソディー/ギルマ
ン：カンティレーヌ・パストラーレ　ほか

渡辺克也（オーボエ）/北村あゆ美（パイプオルガン）
ベルリンを拠点に国際的に活躍する渡辺克也。パイプ
オルガンとの共演が実現！リリアホールでしか聴けな
い、貴重な本気プログラムに、どうぞご期待ください。

3,800円全席指定

～春に華やぐアリアの花々～
ワンダフル・コンサート3/19火

19：00
音楽ホール

3,500円全席指定

渡辺克也 オーボエ・ファンタジー
3/3日
14：00

音楽ホール

前売6,900円　当日券7,400円全席指定

CRAZY KEN BAND
TOUR 2019

GOING TO A GO-GO

2019年 2/22金
18:30

メインホール

飯森範親（指揮）
仲道郁代（ピアノ）
東京交響楽団

〈プログラム〉
ハチャトゥリアン：

「仮面舞踏会」組曲
チャイコフスキー：
ピアノ協奏曲第1番
ムソルグスキー（ラヴェル編）：
組曲「展覧会の絵」

S席4,000円　A席3,000円　B席完売全席指定

～名曲で綴る新春の贈りもの～
ニューイヤーコンサート20191/20日

15:00
メインホール

どなたもご存じの有名小品ばかり20曲を厳選し、お
贈りします。演奏は“弦の国＝チェコ”の伝統を支える
名門オーケストラ「チェコ・フィル」の名手揃い…

〈プログラム〉バッハ：Ｇ線上のアリア/サン＝サーン
ス：白鳥/ドヴォルザーク：ユモレスク/ブラームス：ハ
ンガリー舞曲第5番/モンティ：チャールダーシュ/ビー
トルズ：イエスタデイ/エリントン：A列車で行こう　ほか 

3,500円全席指定

チェコ・フィル ストリング
カルテット

これが聴きたい！“超名曲”ベストヒット２０！3/17日
14：00

音楽ホール

～素敵な音楽とともに過ごす午後のひととき～
アフタヌーンコンサート

全席指定２，５００円（一般）　高校生以下２，０００円

※各部３回ずつ実施予定

須川展也、山田忠臣、國末貞仁、田中麻樹子、宮越悠貴、
松井宏幸、嵐田紀子、平賀美樹、福井健太

〈プログラム〉真島俊夫（山田忠臣編）:ディズニー・メド
レーⅢ/長生淳:カルメン・アパッショナータ　ほか
当日14:20からの須川展也氏とアマチュア奏者によるプ
レ・コンサートあり。詳細はリリアホームページで

詳細はリリアホームページで

Kaoru Jitsukawa Piano Recital

前売11/11㈰～

2,500円全席指定

實川　風 ピアノ･リサイタル
じつかわ　  かおる 2/16土

14：00

2,500円全席指定

児玉麻里＆児玉桃ピアノ・デュオ
チャイコフスキー・ファンタジー
（2台ピアノによる３大バレエ）

12/16日
14：00

チャイコフスキーの作品の中でも人気の高い３大バ
レエ。日本を代表する姉妹ピアニストの演奏でお楽し
みください。 〈プログラム〉チャイコフスキー（ラフマ
ニノフ編）：「眠りの森の美女」組曲より/チャイコフス
キー（ドビュッシー編）：「白鳥の湖」より/チャイコフス
キー（アレンスキー編）：「くるみ割り人形」より　ほか

〈プログラム〉ショパン：前奏曲「雨だれ」/ポロネーズ第6番「英雄」/
シューマン： 森の情景/ドビュッシー：版画　ほか

ロン=ティボー=クレスパン国際コンクール第3位、第77回日本
音楽コンクールピアノ部門第3位など、国内外で輝かしい受賞歴
を誇り、ソロはもちろん、室内楽の分野でも著名な演奏家から厚
い信頼を得ている注目の人気ピアニストがリリアに登場します。

～素敵な音楽とともに過ごす午後のひととき～
アフタヌーンコンサート音楽ホール

入門レベルの中国語の会話をレクチャーします。
中国語を楽しく学んでみませんか。

h中国語の正しい発音とあいさつなどの簡単な会
話表現

a12月15日（土）、22日（土）、1月5日（土）、12日（土）
　14：00～16：00
c①中国語や中国文化に興味のあるかた

②市内在住・在勤・在学のかた
　（小学校高学年以上）
③東京オリンピック・パラリンピックで外国人

案内ボランティアとして活動する意欲のある
かた

④4回全てに出席できるかた
講師：付 立華 氏（川口市多言語ボランティア）
bかわぐち市民パートナーステーション
e無料
d30人（先着順）
f12月4日（火）9：30～電話・ＦＡＸ・申込フォーム
（市ホームページ）・窓口で

g協働推進課（キュポ･ラＭ4階）
　火～土曜日　9：30～17：00（祝日、年末年始を除

く）
　i048-227-7607 k048-226-7718

戸田自場
「スカパー・ブロードキャスティング杯」
戸田自場

「ボートピア岡部カップ開設１７周年記念」
戸田自場

「ＧⅢオールレディース・サンケイスポーツ杯」
場外発売

「ＳＧ第３３回グランプリ」（住之江）　
場外発売
｢ＧⅠ第７回クイーンズクライマックス｣（平和島）
戸田自場

「第３７回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯」

７金

１３木

１９水

２６水

２８金

▶

▶

▶

▶

▶

▶

３月まで

１０月

１８火

２４●振

３１月

３１月

川口自場・飯塚場外

伊勢崎場外

浜松場外

山陽場外
「ＧⅠスピード王決定戦」

浜松場外

川口自場
「スーパースターフェスタ２０１８」

１土

４火

８土

１２水

２１金

２７木

▶

▶

▶

▶

▶

▶

３月

７金

１１火

１６日

２４●振

３１月

SR南鳩ヶ谷駅
・JR西川口駅

から無料
シャトルバス

運行中

中国語講座（入門編）受講者募集

ふ　　りっか

両手の親指と人差
し指で輪をつく
り、雪が舞うよう
に揺らしながら下
に動かします。

両手の人差し指を
胸の前で交差させ
てXの字をつくり
ななめ下に引きま
す。

『クリスマス』と『雪』を組み合わせると
『ホワイトクリスマス』という表現になり
ます。

指先で、肩のあた
りを2回上に払い
ます。

胸あたりに手をあ
てて、少し下げま
す。

今月は『分かる』『分からない』を
紹介します。
『分かる』には「知っている」、
『分からない』には「知らない」と
いった意味にもなります。

『分かる』『分からない』

分かる 分からない

クリスマス 雪


