f gリリア・チケットセンター

MULTICULTURAL COEXISTENCE

多文化共生

第１回日本語ボランティア入門講座
国際交流の第１歩は、お互いに言葉を交わすこと
から始まります。
ボランティアとして楽しく日本語を教えてみませ
んか。
講師：荒川 洋平 氏
（東京外国語大学国際日本学部教授）
a５月17日～６月14日 毎週金曜日
18：00～20：00
bかわぐち市民パートナーステーション
（川口1－1－1 キュポ・ラＭ4階）
c外国人に日本語を教えることに意欲があり、市
内の日本語教室のボランティアとして活動を希
望しているかた
d30人（先着順）
e無料
f5月7日
（火）9：30～電話・ＦＡＸ・申込フォ
ーム（市ホームページ）または窓口で
必要事項：①郵便番号、住所
②氏名（ふりがな）
③電話番号

川口オート
5月開催日程

6/2日

15：00
メインホール
全席指定

浮ヶ谷孝夫 指揮
ブランデンブルグ国立管弦楽団
フランクフルト 特別演奏会

S席7,000円 Ａ席5,500円 B席4,000円

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：交響曲第5番ハ短調「運命」
交響曲第3番変ホ長調「英雄」

休 ▶ ４●
祝 川口自場
２●

祝 ▶ ６●
振 伊勢崎場外ナイター
３●

「ＧⅡ川口記念」
８水 ▶１２日 川口自場ナイター

１５水 ▶１６木 山陽場外
１８土 ▶２１火 川口自場

１８土 ▶１９日 伊勢崎場外ナイター

SR南鳩ヶ谷駅
・JR西川口駅
から無料
シャトルバス
運行中

２２水 ▶２６日 浜松場外「ＧⅠ開場記念ゴールデンレース」
２９水 ▶３０木 飯塚場外

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

ボートレース戸田
5月開催日程
祝 ▶ ６●
振 戸田自場
１●
「第３０回ウインビーカップ」

９木 ▶１３月 戸田自場
「マクール杯」
１６木 ▶１９日 戸田自場
「第４回加藤峻二杯・ＢＯＡＴＢｏｙＣＵＰ」
２１火 ▶２６日 場外発売
「ＳＧ第４６回ボートレースオールスター」
（福岡）
３０木 ▶6/2日 戸田自場
「第９回スマホマクール杯」

gボートレース戸田 i048-441-7711
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リリアの日

14：00
メインホール

フルオーケストラの華麗なサウンドで楽しむ映画音楽

全席指定 一般2,000円

音楽ホール

名曲の花束 (シリーズ)

各回 全席指定
vol.1

7/12金
19：00

3,500円

横山幸雄

3回セット券

七夕コンサート ～星に願いを～

9,000円

ピアノ・リサイタル

美しい歌声で息の合ったハーモニーのヴォーカル・ユ
ニット、
「ルナーチェ」
によるファミリーコンサート。
ご家
族皆さんでご来場ください。
〈プログラム〉星に願いを～ディズニー・メドレー/見上
げてごらん夜の星を/花は咲く ほか

～究極のベートーヴェン3大ソナタ～

午前の部 10：00～11：30
午後の部 13：30～15：00
和室

10/5土 ～日本を代表する国際派ヴァイオリニスト～
ピアノ：津田裕也

7/10水

〈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

19：00
音楽ホール

幸田浩子 ソプラノ・リサイタル

vol.3

全席指定

2020 1/26日 ～類まれな表現力と豊かな美声～

〈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“わたしの愛しいお父さま”/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

全席指定

※4歳以上入場可 前売5/11㈯～

指揮：堀俊輔 管弦楽：東京交響楽団
フルート：相澤政宏 ハープ：景山梨乃
〈プログラム〉W.A.モーツァルト：交響曲第31番ニ長調「パリ」
K297/フォーレ：
「シチリアーノ」
（「組曲ペレアスとメリザンド」より）
W.A.モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲ハ長調K299

全席指定

14：00
音楽ホール
全席指定

15：00
音楽ホール

スペシャル・デュオ

3,800円

全席指定

前売5/12㈰～

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！～

3,000円

ピアノ：松本和将

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
ーン国立歌劇場で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
R.シュトラウス：セレナーデ/カッチーニ：アヴェマリア ほか

中川英二郎
TRAD JAZZ COMPANY

8/24土

世界的なトロンボーン奏者

14：00
音楽ホール

～ディキシーランド・ジャズを楽しもう～

3.000円

2,500円

8/3土

（バンドネオン）

指揮者・小澤征爾もその才能を絶賛し、若くして国際的な活躍も華々
しいチェリスト・宮田大と、大注目の若手実力派バンドネオン奏者・三
浦一馬。いま上り坂を一気に駆けあがっている勢いに満ちた二人のア
ーティストによる、息の合った最高の演奏を、どうそお楽しみください。
〈プログラム〉ピアソラ：リベルタンゴ/ガルデル：想いの届く日 ほか

9/8日

全席指定

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〉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/マスネ：タイスの瞑想曲/モンティ：チャールダーシュ ほか

宮田大 ＆ 三浦一馬

（チェロ）

前橋汀子名曲コンサート

（ヴァイオリン）
ピアノ：ヴァハン・マルディロシアン

18：30
音楽ホール

「パリのモーツァルト」

15：00
音楽ホール

New Wind with the Trio in Early Summer

4,000円

6/6木

リリア・エッセンシャル・クラシック

みんな大好きモーツァルトvol.3

2,500円

AKINORI NAKAGAWA

中川晃教コンサート2019

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、
心に響く感動をお届けします。
〈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

ピアノ：藤満 健

8/5月

親子の茶道体験教室

事前申込制 参加費 1組（2人）500円 ※小・中学生と保護者が対象。
川口茶道会にご協力いただき、楽しく茶道を体験できます。
申込方法など詳細は、
リリア・ホームページをご覧ください。

竹澤恭子 ヴァイオリン・リサイタル

15：00

子どもも大人も楽しめるひととき

500円 ※4歳以上入場可

出演：ルナーチェ 田井中悠美/後藤真美/山田亜寿香/佐々木菜穂子

〈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

vol.2

学生1,000円

指揮：曽我大介 演奏：交響楽団はやぶさ 司会：国弘よう子
ダイナミックなオーケストラの演奏で、映画音楽の数々と
クラシックの名曲をお楽しみください。
〈プログラム〉
ハリー・ポッター/スター・ウォーズ
ジュラシック・ パーク/「カルメン」組曲 ほか

全席指定

9/28土

振 ▶ ７火 飯塚場外
６●

7/7日

11：00
音楽ホール

14：00
音楽ホール

入場無料

i048-254-9900

リリア・インフォメーション

14：00

g協働推進課（キュポ・ラＭ４階）
火～土曜日 9:30～17:00
i048-227-7607 k048-226-7718

（リリア1階 10：00～19：00）

前売5/11㈯～

日本を代表する世界的トロンボーン奏者の中川英二郎をリーダーに、その父であるトランペッタ
ーの中川喜弘とバンジョー・テューバ・ドラムの名手で結成した「TRAD JAZZ COMPANY」。
お馴染みの名曲の数々を、ジャズの発祥であるディキシーランド・スタイルでお楽しみください。
〈プログラム〉聖者の行進/大きな古時計/黒い瞳/ラプソディー・イン・ブルー
シングシングシング/この素晴らしき世界 ほか

全席指定

臼田道成

ボサノヴァ紀行

いざな

リオデジャネイロへの誘い

2,000円

5/10㈮～

臼田道成（ヴォーカル・ギター） 池田雅明（トロンボーン・ピアノ）
コモブチ キイチロウ（ベース） 石川 智（パーカッション）

〈プログラム〉
イパネマの娘/黒いオルフェ
ブラジルの水彩画/マシュ・ケ・ナダ ほか

＊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。

ワンポイント

手話講座

①旅行

②行く
人差し指を下に向
け、前方に出しま
す。

指先を前に向けた左
手の手のひらに沿っ
て、右手の人差し指
と中指を伸ばし２度
回します。

g障害福祉課
a…日時・期間

①と②を組み合わせると「旅行に行く」
という意味になります。

i048-259-7926
h…内容

b…場所

k048-256-5650
c…対象

d…定員

e…費用・料金

