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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）

3月開催日程

3月開催日程

7/12金
19：00

vol.1

5，5００円全席指定

リリア音楽ホールで聴く「春の陽の母の歌」
田代万里生/加耒 徹/坂下忠弘
 　  （テノール） 　  　（バリトン） 　　（バリトン）　 

4/3水
18：30

音楽ホール

3,800円全席指定

三人の美人人気サックス奏者による

矢野沙織・小林香織・纐纈歩美
ハートフル・コンサート

こうけつ

6/27木
19：00

音楽ホール

2,500円全席指定

ピアノ：ヴァハン・マルディロシアン

前橋汀子名曲コンサート
 （ヴァイオリン）  　　　　　　　　　

6/6木
18：30

音楽ホール ピアノ：ヴァハン・マルディロシアン

前橋汀子名曲コンサート
 （ヴァイオリン）  　　　　　　　　　

まえばしてい こ6/6木
18：30

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

〈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

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）

3,800円全席指定

実力と美貌を兼ね
備え、ワールドワイド
に活躍し、多くのフ
ァンを魅了している
注目のサックス・プ
レイヤーが集結。華
麗でパワフルな《艶
奏》をどうぞお楽し
みください。

その演奏は優雅さと円熟味に溢れ、多くの
聴衆を魅了してやみません。日本を代表する
国際的ヴァイオリニスト前橋汀子がお贈りす
る名曲の数々を、どうぞお楽しみください。

〈プログラム〉
OPEN MIND / LEFT ALONE（矢野）
We’re All Alone / Smoke（小林）
Sequoia / Embacadero（纐纈）　ほか

〈プログラム〉
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番
ドヴォルザーク（クライスラー編）：スラヴ舞曲
パガニーニ（クライスラー編）：ラ・カンパネラ
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
マスネ：タイスの瞑想曲
モンティ：チャールダーシュ　ほか

～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

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

～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

3,500円 3回セット券 9,000円 3回セット券各回 全席指定

横山幸雄 ピアノ・リサイタル
～究極のベートーヴェン3大ソナタ～

10/5土
15：00

vol.2

～日本を代表する国際派ヴァイオリニスト～
竹澤恭子 ヴァイオリン・リサイタル

2020 1/26日
14：00

vol.3

～類まれな表現力と豊かな美声～
幸田浩子 ソプラノ・リサイタル

11/30土
00：00

vol.1 中村恵理ソプラノ

名曲の花束 (シリーズ)音楽ホール

ピアノ：御邊典一
日本と世界の「母の歌」そして

「春の歌」を人気と実力を兼ね
備えた３人のソロとアンサン
ブルでお楽しみください。

～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

郡愛子の

2,500円全席指定

ピアノ：ヴァハン・マルディロシアン

前橋汀子名曲コンサート
（ヴァイオリン）  　　　　　　　　　

6/6木
18：30

音楽ホール

優雅さと円熟味に溢れ、多くの聴衆を魅了してや
まない、日本を代表する国際的ヴァイオリニストに
よる珠玉の名曲コンサート。

〈プログラム〉
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番
ドヴォルザーク（クライスラー編）：スラヴ舞曲 ほか

4,000円全席指定

AKINORI　NAKAGAWA
中川晃教コンサート2019

New Wind with the Trio in Early Summer

7/10水
19：00

音楽ホール

3,000円全席指定

藤木大地リサイタル
～世界が注目するカウンターテナー登場！～

8/3土
15：00

音楽ホール
2,500円全席指定

歌の花束ガラ・コンサート
構成・お話：國土潤一（音楽評論家）

7/6土
15：00

音楽ホール

S席7,000円 Ａ席5,500円 B席4,000円全席指定

ブランデンブルグ国立管弦楽団
浮ヶ谷孝夫 指揮

フランクフルト 特別演奏会

6/2日
15：00

メインホール

ヨーロッパを中心に活躍する川口市出身の指
揮者浮ヶ谷孝夫率いるドイツの名門オーケス
トラによる2大交響曲をお楽しみください。
〈プログラム〉
ベートーヴェン：「プロメテウスの創造物」序曲

交響曲第5番ハ短調「運命」
交響曲第3番変ホ長調「英雄」

〈プログラム〉
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第8番ハ短調「悲愴」

ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調「月光」
ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調「熱情」  ほか

前売３/9㈯～
音楽ホール

〈プログラム〉 シューマン：3つのロマンス
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」
ショーソン：詩曲/クライスラー：小品集

ピアノ：津田裕也

〈プログラム〉 ヴェルディ：オペラ「椿姫」より“ああ、そは彼の人か～花
から花へ”/プッチーニ：オペラ「ジャンニ・スキッキ」より“私の愛しいお
父さま”/プッチーニ：オペラ「ラ・ボエーム」より“わたしの名はミミ” ほか

俳優としてもシンガーとしても、常に挑戦、
進化し続ける中川晃教が、魅惑のハイトーン・
ボイスで歌い上げるコンサート。

〈プログラム〉
ボヘミアン・ラプソディ（QUEEN）/見上げて
ごらん夜の星を/I Will Get Your Kiss　ほか

日本音楽コンクールで大会史上初のカウンターテナ
ー優勝者。世界の一流歌劇場に出演し、2017年4月
にウィーン国立歌劇場に鮮烈にデビューを果たす。

〈プログラム〉
中田喜直：夏の思い出/成田為三：浜辺の歌/大中寅
二：椰子の実/武満徹：死んだ男の残したものは  ほか

［第1部］ 中川美和(ソプラノ) ・田中展子（メゾ・ソプラノ）
　　　　前山依加（メゾ・ソプラノ）・古川かりん（ピアノ）

［第2部］ 加納悦子（メゾ・ソプラノ）
　　　　彌勒忠史（カウンターテナー）・朴 令鈴（ピアノ）

〈プログラム〉
第1部 童謡メドレー
第2部 モンテヴェルディ：苦しみはこんなに甘く  ほか

ピアノ：藤満 健

ピアノ：松本和将

前売３/１０㈰～

前売３/１０㈰～前売３/9㈯～

身近な外国人と日本人が友達になり、共に生きる

という意味を込めて名付けた、市内在住の日本

人・外国人向けの情報誌「ＴＯＭＯ×ＴＯＭＯ」。

外国人にも読みやすいようにふりがなをふり、外

国語（英語・中国語・韓国語）を併記していま

す。生活に役立つ情報や川口市の外国人の紹介な

ど、日本人も楽しめる内容で年３回（２・６・１０

月）発行しています。

〈最新号（第６号）の主な記事〉

・市内の銭湯や中華料理店の紹介

・日本の祝日

・ボランティア日本語教室の

　紹介

〈配布場所〉

本庁舎、支所、図書館、公民館など

　
g協働推進課（キュポ・ラＭ４階）　

　i048-227-7607 k048-226-7718

場外発売
「ＧⅠつつじ賞王座決定戦開設６６周年記念競走」（津）
戸田自場

「ＧⅢフォルクスワーゲン戸田公園カップ」
場外発売

「ＧⅡ第３回レディースオールスター」（児島）
戸田自場
　「ＳＧ第５４回
　 　ボートレースクラシック」
戸田自場

「ｅ-ＳＨＩＮＢＵＮ杯」

２土

５火

５火

１６土

２８木

▶

▶

▶

▶

▶

３日

１０日

１０日

２１●祝 

３１日

伊勢崎場外・飯塚場外
川口自場

「ＧⅠ開設記念グランプリレース」
浜松場外
飯塚場外
伊勢崎場外
山陽場外

「特別ＧⅠプレミアムカップ」
川口自場
伊勢崎場外

２土
６水

１１月
１４木
１８月
２１●祝 

２６火
２９金

▶
▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶

５火
１０日

１３水
１７日
２０水
２５月

２８木
３１日

 み  ぢか　 　がいこくじん　　 に ほんじん　　ともだち　　　　　　　　とも　　  い

　　　　　　  い　み　　　 こ　　　　　 な　づ 　　　　　　　 し ないざいじゅう　　 に ほん

じん　　がいこくじん む　　　　 じょうほうし　　　　と　　　も　　　　　と　　　も

がいこくじん　　　　  よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がい

こく ご　　  えい ご　　 ちゅうごく ご　　 　かんこく ご　　　　　 へい き　　　　　

　　　　せいかつ　　やく だ　　 じょうほう　　かわぐち し　　 がいこくじん　　しょうかい

　　　 　 に ほんじん　　たの　　　　　　 ないよう　　 ねん　　かい

がつ　　はっこう

　　さいしんごう　　だい　　ごう　　　　おも　　 き　じ

　　 し ない　　せんとう　 ちゅう か りょう り てん　  しょうかい

　　 に ほん　  しゅくじつ

　　 ぼ　ら　ん　て　ぃ　あ　に ほん ご きょうしつ

　　しょうかい

　　はい   ふ　 ば しょ

ほんちょうしゃ 　 し しょ　　 と しょかん　　こうみんかん

　　きょうどうすいしん か　　き　ゅ　ぽ　　ら 　　　かい

多文化共生情報誌「ＴＯＭＯ×ＴＯＭＯ」
た ぶん かきょうせいじょうほうし　　 と　 　も　　　 と　  　も

SR南鳩ヶ谷駅
・JR西川口駅

から無料
シャトルバス

運行中

手を開き親指の先
を、こめかみに当
てた位置から揺ら
しながら斜め上に
出していく。

こめかみに人差し
指を当てる。

3月になり卒業や退職などの多い時季になりました。
共に過ごしたかたとの素敵な思い出を手話で振り返って
みましょう。
①と②を組み合わせると「思い出」という表現になります。

手を開き親指の先をこめ
かみに当て、揺らしなが
ら斜め上に出していく。

こめかみに人差し
指を当てる。

卒業や退職などの時季になりました。
共に過ごしたかたとの素敵な思い出
を手話で振り返ってみましょう。
①②を組み合わせると「思い出」と
いう表現になります。

思い出

分かる 分からない①思う ②懐かしい


