f gリリア・チケットセンター

MULTICULTURAL COEXISTENCE

多文化共生

第11回川口市外国人による
日本語スピーチコンテスト出場者募集
a2020年2月16日
（日）13:00～
テーマ：伝えたい。私の国のいいところ、日本の
いいところ。
スピーチ時間：5分
出場資格：次の①～④を全て満たす日本語を母語
としないかた
①年齢16歳以上
（2020年2月16日時点）
②市内在住・在勤・在学で、日本語の
学習に熱心に取り組んでいること
③在日期間が10年以内であること
④日本で行われた日本語スピーチコン
テストで優勝していないこと
bフレンディア
（キュポ・ラ4階）
d12人
（申込多数の場合は事前審査）
f出場申込書に下記事項を記入の上、12月14日
（土）
までに協働推進課
（キュポ・ラМ4階）
へ持参
①氏名
（ふりがな） ②郵便番号、住所
③生年月日 ④電話番号 ⑤Eメールアドレス
⑥出身国･地域 ⑦在日期間
⑧スピーチタイトル
※申し込む時にパスポート、在留カード、スピー
チ原稿を持参してください。
g協働推進課
火～土曜日 9:30～17:45
（祝日を除く）
i048-227-7607 k048-226-7718

川口オート
11月開催日程

入場無料

５火まで 戸田自場
「男女W優勝戦･スポーツクラブルネサンス杯」
１３水 ▶１８月 戸田自場
「GⅢスカパー･ブロードキャスティング杯」
１９火 ▶２４日 場外発売
「SG第22回チャレンジカップ」
（桐生ナイター）※19～21日は時間限定
２７水 ▶３０土 戸田自場
「夕刊フジ オレンジカップ」
２８木 ▶１２/１日 場外発売
「PGⅠ第１回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」
（平和島）

gボートレース戸田 i048-441-7711
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15:00
メインホール

2020 2/2日 オーケストラで歌う 青春ポップスコンサート

太田裕美 庄野真代 渡辺真知子

16:00
～ベテラン女性シンガー達のヒットソングパレード～
メインホール
N響団友オーケストラ
（16人編成）

～名曲で綴る新春の贈りもの～

全席指定 S席4,500円 A席3,500円 B席2,500円

全席指定

指揮：垣内悠希
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
ピアノ：藤田真央 ヴァイオリン：神尾真由子
本年6月の第16回チャイコフスキー国際コンクールピアノ部門
で見事第2位に入賞した藤田真央と、2007年の同国際コンクー
ルバイオリン部門で優勝を果たした神尾真由子が揃って登場!!
〈プログラム〉ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番/
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ほか

12/14土

別
2020 2/9日 東京ヴィヴァルディ合奏団特
演奏会

リリア第九演奏会

15:00
メインホール

14:00
音楽ホール

全席指定 S席5,000円 A席4,000円 B席完売

全席指定

指揮：園田隆一郎 ソプラノ：田村麻子
メゾ・ソプラノ：向野由美子
テノール：藤田卓也
バリトン：与那城 敬
管弦楽：東京ニューシティ管弦楽団
合唱：川口第九を歌う会
〈プログラム〉フンパーディンク：
「ヘンゼルとグレーテル」序曲
ベートーヴェン：交響曲第9番ニ短調「合唱付」

2020 2/22土
14:00
音楽ホール

全席指定

も ね

14:00
音楽ホール

～わが青春！思い出は尽きることなく！～

全席指定

中村恵理

19:00
音楽ホール

ピアノ：木下志寿子

全席指定

ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場を拠点に、ロイヤ
ル・オペラハウス、
ウィーン国立歌劇場など世界の一流
歌劇場で活躍している世界が注目するソプラノの一人。
〈プログラム〉小林秀雄：落葉松/ブラームス：
「5つの歌
曲」作品105より/R.シュトラウス：憩え、
わが魂/プッチー
ニ：歌劇「蝶々夫人」
より
“ある晴れた日に”/ヴェルディ：
歌劇「運命の力」
より
“神よ平和を与えたまえ” ほか

2020 2/21金

リリア寄席

18:30
歌之介改メ 四代目三遊亭圓歌
メインホール

2020 1/16木
19：00
音楽ホール

全席指定

前売11/10㈰～

ミューズ

公共ホールネットワーク事業

女神たちが贈る素敵なコンサート

3,800円

仲道郁代（ピアノ）森 麻季（ソプラノ）清水直子（ヴィオラ）

活躍が目ざましい３人の女流演奏家が、珠玉
の名曲を、
トークを交えてお贈りします。
〈プログラム〉ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第
21番「ワルトシュタイン」
［仲道］/グノー：歌劇
「ファウスト」より
“宝石の歌”
［森&仲道］ ほか

2020 1/9木
19：00
音楽ホール

襲名披露公演

全席指定

（65歳以上）
3,000円
全席指定 一般3,500円 シルバー
四代目三遊亭圓歌
が、名人・柳亭市馬と
若手実力派の春風
亭一之輔を共演者に
迎え、地元で襲名披
露公演を行います。

チェコ・フィル・ストリング・カルテット

3,500円

2020 2/13木

ソプラノ・リサイタル

～国際舞台で羽ばたいている大注目のソプラノ～

3,800円

名門チェコ・フィルの名手が贈る珠玉の名曲集 !

どなたもご存じの有名小品ばかり20曲を厳選して
お贈りする
“超名曲”
コンサート！しかも、演奏は名門
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/モーツァルト：トルコ行進
曲/ベートーヴェン：エリーゼのために/ドビュッシー：亜麻色の髪
の乙女/クライスラー：愛の喜び/ピアソラ：リベルタンゴ/ビート
ルズ：ミッシェル/グレン・ミラー：ムーンライト・セレナーデ ほか

〈プログラム〉
ベートーヴェン：月光ソナタより/ド
ビュッシー：月の光/シューベルト
（リスト編曲）
：
糸を紡ぐグレートヒェン/ベートーヴェン：ヴァイ
オリン・ソナタ第5番ヘ長調
「春」 ほか

全席指定

2020 3/22日

明るく、楽しく、素敵なコバケンのステージを！
！

小林研一郎のおしゃべり音楽会

3,000円

15：00
音楽ホール

注目のヴァイオリニスト服部百音が弾く『四季』
（全曲）

3,800円

ゲスト：服部百音（ヴァイオリン独奏）
演奏：東京ヴィヴァルディ合奏団
日本を代表する室内合奏団が注目の若手ヴァイオリニスト・
（全曲）をお贈りします。
服部百音を迎え、ヴィヴァルディ
『四季』
〈プログラム〉ヴィヴァルディ：2つのチェロのための協奏曲 /
チャイコフスキー：弦楽セレナード/ヴィヴァルディ：
『四季』全曲
～ヴァイオリン協奏曲集op8より～（独奏ヴァイオリン:服部百音）

小林研一郎（トーク・ピアノ・歌） 大谷康子（ヴァイオリン）
小林亜矢乃（ピアノ） 賛助出演：一ノ関佑子（ソプラノ）

11/30土

4,000円

〈プログラム〉
太田裕美：木綿のハンカチーフ/
さらばシベリア鉄道/雨だれ
庄野真代：飛んでイスタンブール/
Hey Lady 優しくなれるかい/アデュー
渡辺真知子：かもめが翔んだ日/
迷い道/ブルー ほか

春風
亭一
之輔

ボートレース戸田
11月開催日程

2020 1/19日 ニューイヤーコンサート２０２０

四代
目三
遊亭
圓歌

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

i048-254-9900

リリア・インフォメーション

柳亭
市馬

振 まで 飯塚場外
４●
「ＳＧ第５１回日本選手権オートレース」
７木 ▶ ８金 飯塚場外
SR南鳩ヶ谷駅
９土 ▶１１月 川口自場
・JR西川口駅
から無料
１３水 ▶１４木 伊勢崎場外
シャトルバス
運行中
１６土 ▶１７日 飯塚場外
１７日 ▶１９火 川口自場
「ＧⅡ小林啓二杯」
２０水 ▶２４日 山陽場外
２５月 ▶２７水 川口自場
３０土 ▶12/1日 伊勢崎場外

（リリア1階 10：00～19：00）

大須賀恵里
プロデュース

リリアの室内楽

～今、最も注目の若手演奏家を迎えて～

3,000円

辻 彩奈（ヴァイオリン）岡本侑也（チェロ）大須賀恵里（ピアノ）

ピアニストの大須賀恵里のプロデュースによる、今最も注目の
若手実力派・辻彩奈（ヴァイオリン）と岡本侑也（チェロ）を迎えてのコンサート。
〈プログラム〉エルンスト：シューベルトの「魔王」の主題による大奇想曲/
ヘンデル（ハルヴォルセン編）
：バッサカリア/プーランク：チェロソナタ/
フランク：ヴァイオリン・ソナタイ長調/ポッパー：ハンガリー狂詩曲 ほか

12/21土

冨田一樹

オルガン・リサイタル

14：00
音楽ホール

オール・バッハ・プログラムVol.2

2,000円

クリスマス・パイプオルガン・コンサート

要事前申込 無料 c４歳～ d600人（申込多数の場合は抽選）

長田真実（オルガン）牧野美沙（打楽器）

バッハ国際コンクール優勝以来、進境著しい
注目のオルガニスト、冨田一樹によるオール・
バッハ・プログラム第２弾。
〈プログラム〉
Ｊ．
Ｓ．
バッハ：幻想曲とフーガト短調BWV542
主よ人の望みの喜びよBWV147-10
パッサカリアとフーガハ短調 BWV582 ほか

〈プログラム〉P.チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より抜粋/
L.アンダーソン：タイプライター/A.ハチャトリアン：剣の舞 ほか
f11/20(水)(消印有効)までに往復はがきに、〒、住所、氏名(ふりがな)、電話
番号、希望人数を記入の上、〒332-0015 川口3-1-1 リリア「クリスマス・パイ
プオルガン・コンサート」係へ ※往復はがき１枚で2人まで申し込みできます。
gリリア事業課 A048-258-2000

＊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川

②口

漢字の川をイメー
ジして人差し指、
中指、薬指を立て、
前方に振ります。

g障害福祉課
a…日時・期間

①と②を組み合わせると「川口」という
意味になります。
ご家庭や学校などで使ってみましょう。

人差し指を立て、
口の回りで円を
描くように表現
します。

i048-259-7926
h…内容

b…場所

k048-256-5650
c…対象

d…定員

e…費用・料金

