し込み
リリア1階
リリア・チケットセンター
リリア・インフォメーション 申問い合わせ
（10:00～19:00
）A048-254-9900
指揮者 小林研一郎 おしゃべり音楽会
～Happy！ベートーヴェン～ 音楽ホール

バレエ界のスーパースターがついに引退 ! 最後のステージは伝説になる!

シルヴィ・ギエム＆東京バレエ団全国縦断公演

シルヴィ・ギエム ファイナル

全席指定

〈プログラム〉

「ボレロ」シルヴィ・ギエム＆東京バレエ団
「Two」シルヴィ・ギエムのソロ

ボレロ

Ｓ席14,000円 Ａ席11,000円
Ｂ席 8,000円 C席 6,000円
前売 7/11㈯～

Two

～世界へと羽ばたく若手実力派による～

東京フィルハーモニー交響楽団 フレッシュコンサート
メインホール

9/13
（日）
15：00

クラリネット・リサイタル

7/14
（火）
19：00
ピアノ：髙木美来

〈プログラム〉ローゼンブラット：カルメン幻想曲 ほか

〈プログラム〉 モーツァルト：ヴァイオ
リン協奏曲第5番 イ長調「トルコ風」/
ブラームス：交響曲第1番
ハ短調 op.68 ほか

世界が絶賛する注目のピアニスト！

小林愛実

ピアノ・リサイタル

8/8
（土）
14：00

全席指定 Ｓ席5,000円
Ａ席4,000円 Ｂ席3,000円

宝塚歌劇雪組公演

音楽ホール

全席指定 2,000円
（２公演セット券3,000円）
若き天才クラリネット奏者！

橋本杏奈

川口市出身のヨーロッパで活躍中の
浮ヶ谷孝夫が贈る、渾身のブラーム
ス。シゲティの孫、
ヴァネッサとの協演!!

〈プログラム〉ショパン：舟歌 嬰へ長調/
ショパン：英雄ポロネーズ ほか
メインホール

8/23
（日）
17:00 ～ブラジルの水彩画～

早霧せいな、咲妃みゆ ほか

臼田道成(歌・ギター )
Ayako(チェロ) 重久義明(ピアノ)

〈プログラム〉
ミュージカル・ロマン
「哀しみのコルドバ」
バイレ・ロマンティコ
「La Esmeralda」

〈プログラム〉 イパネマの娘 ほか

石亀協子（ヴァイオリン）名曲コンサート

全席指定 Ｓ席7,300円 Ａ席6,000円
前売 7/31㈮～
※３歳以下入場不可

20162/26
（金）
19：00
成田達輝 ヴァイオリン・リサイタル

vol.2

9/17
（木）
19：00

ピアノ：須藤千晴

〈プログラム〉
バルトーク：ルーマニア民族舞曲 ほか

ピアノ：中野翔太

ロン=ティボー国際コンクールと
エリザベート国際コンクールで、
いずれも第2位獲得！
〈プログラム〉
ボンセ：小さな星（エストレリータ）
チャイコフスキー：ワルツ・スケル
ツォ ほか
全席指定 3,000円

光るカリスマ性・至福のチェロ

～素敵な音楽とともに過ごす午後のひととき～

宮田大チェロ・リサイタル

リリア・アフタヌーンコンサート 音楽ホール
タンゴ・デル・アルマ ～魂のタンゴ

ピアノ：ジュリアン・ジェルネ

2009年ロストロポー・ヴィチ国
際チェロコンクールにおいて日
本人初優勝を果たし、名実とも
に若手No.1のチェリスト。
〈プログラム〉
ショパン：チェロ・ソ
ナタト短調op.65/ファリヤ：バレ
エ音楽「恋は魔術師」
より ほか

古館由佳子（ヴァイオリン）
北村 聡（バンドネオン）
田中伸司（コントラバス）
加藤真由美（ピアノ）
小島りち子（ヴォーカル）

〈プログラム〉
エル･チョクロ/ラ･ク
ンパルシータ/リベルタンゴ ほか
全席指定 1,000円

白熱のソロ・ライブ！

全席指定

全席指定

リリア“歌の花束”

～加納悦子・三題 ドイツ・リートをめぐる風景～

全 席 自 由 一般2,000円 学生1,000円
3公演セット券 一般5,000円 学生2,500円
（出演）
メゾ・ソプラノ：加納悦子
チェンバロ：西山まりえ
（vol.1）
ピアノ：石井里乃
（vol.2、vol.3）

催し広場

vol.1 7/29
（水）
19：00

ドイツ・バロック

vol.2 10/15
（木）
19：00
プログラム

vol.3

当日発表

4,000円

前売 7/5㈰～

3,500円

構成･お話：國土潤一
（音楽評論家）

音楽ホール

11/7
（土）
15：00

タフでエネルギッシュな演
奏、そして1台のピアノで
魅せる爽快でエキサイティ
ングなパフォーマンスは必
見です！縦横無尽に音が
躍動する最高のピアノ・
ソロをお楽しみください。

音楽ホール

12/3
（木）
19：00

10/8
（木）
14：00

リリア・ワンコイン・コンサート 小曽根 真（ピアノ）SOLO JAZZ LIVE!
音楽ホール

臼田道成 ボサノヴァの夕べ

（出演）

音楽ホール

ミラノ・スカラ座、
ヴェネチア・
フェニーチェ歌劇場他、世界
のオペラハウスを熱狂させた、
日本の世界的テノール！
！
〈プログラム〉
ビゼー：歌劇「真珠採り」
より
“耳に残るは君の歌
声”/レハール：喜歌劇「微笑みの国」
より
“君はわ
が心のすべて” ほか
全席指定 3,500円

～普段着で気軽に楽しむ60分～

（各回）
全席自由 500円

12/11（金）14：00/18：00

3,000 円

ピアノ：松川 儒

※演奏は特別録音によるテープを使用します。

ヴァイオリン：ヴァネッサ･シゲティ

ピアノ：森島英子

〈プログラム〉
プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」
より
“私の名はミミ”
（安藤）
“冷たい手を”
（西村）
“おお麗しの乙女よ”
（安藤＆
西村） ほか
全席指定 4,000円

9/30
（水）
19：00

東京バレエ団初演

浮ヶ谷孝夫 指揮

（ソプラノ） （テノール）
デュオリサイタル

中島康晴 テノール・リサイタル

「ドリームタイム」東京バレエ団
「イン・ザ・ミドル・サムホワット・エレヴェイテッド」

前売 7/5㈰～

安藤赴美子＆西村 悟

〈プログラム〉 ベートーヴェン：アデライ
ーデ/ヴァイオリン・ソナタ
「春」
より/「月
光ソナタ」
より第１・3楽章 ほか

（出演）シルヴィ・ギエム、東京バレエ団

音楽ホール

vol.1 11/15
（日）14：00

小林研一郎（トーク・ピアノ・歌）
大谷康子（ヴァイオリン）
一ノ関佑子（ソプラノ）
野口幸子（ソプラノ）
大室晃子（ピアノ）

卓越したカリスマ性と技巧で
「100年にひとりのプリマ」
と呼ばれるバレエ界の女王であり、現在までトップを走り
続けたシルヴィ・ギエムの最終公演、
どうぞお見逃しなく！

※一人4枚まで

２公演セット券 5,000円

9/20（日）14：00

メインホール

12/9
（水）
19：00

全席指定

クラシックNOW

～いま、注目の演奏家たち～

白鳥の歌 ～辞世のリート

1/14（木）19：00

2016

山田耕筰と「ジャポネスク」たち

※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。

国際交流

INTERNATIONAL EXCHANGE

第7回川口市日本語スピーチコンテスト実行委員募集
外国人による日本語スピーチコンテストの実行委員を募集します！外国人の

募集人数：8人

会議日程：8 月 7 日（金）、9 月 4 日（金）、10 月 2 日（金）、11 月 6 日（金）、

申込期間：7月14日（火）9:30～（先着順）

12 月 4 日（金）、1 月 15 日（金）、2 月 5 日（金） すべて 18:00 ～

申込方法：申込書または任意の用紙に、氏名（ふりがな）、住所、電話
番号、Ｅメール、国籍を記入の上、かわぐち市民パートナー

リハーサル：平成28年1月30日（土）13:00～
場所：かわぐち市民パートナーステーション（キュポ・ラＭ４階）

ステーションへ持参、ＦＡＸ、Ｅメールで
問い合わせ：かわぐち市民パートナーステーション

スピーチコンテスト開催日：平成28年2月14日（日）
内容：企画、広報、当日の運営など

多文化共生担当

対象：①多文化共生・交流事業への参加に関心・意欲があり、上記の会議や

A048-227-7607

コンテスト当日に参加し、コンテストの開催に協力できるかた

川口オート 7月開催日程
４土 ▶

７火 川口自場

１３月 ▶ １６木 山陽場外
・飯塚ナイター場外
１８土 ▶ ２２水 川口自場「ＧⅠキューポラ杯」
２４金 ▶ ２７月 浜松場外
※ＳＲ南鳩ヶ谷駅・ＪＲ西川口駅から無料シャトルバス運行中
g川口オートレース場 A048-251-4376 E048-257-0200

広報かわぐち

2015.7

火～日曜日9:30～17:00
E048-226-7718

Ｅメール：070.11010@city.kawaguchi.lg.jp

ボートレース戸田 7月開催日程

入場

８水 ▶ １２日 船橋場外・伊勢崎ナイター場外「ＧⅡ稲妻賞争奪戦」 無料
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②Ｅメールができる環境のかた

かたも、ぜひ応募してください。
（会議は日本語で行います。）

３金 ▶ ８水
１１土 ▶ １４火
１５水 ▶ ２０ 祝
１７金 ▶ ２０ 祝
２３木 ▶ ２６日
２４金 ▶ ２６日
３０木 ▶ 8/３月

戸田自場「日本財団会長賞」
戸田自場「第１５回テレ玉杯」
場外発売「SG第２０回オーシャンカップ」
（三国）
戸田自場「サッポロビールカップ」
戸田自場「アサヒスーパードライカップ」
場外発売「GⅠ福岡チャンピオンカップ開設６２周年記念」
（福岡）
戸田自場「第５回携帯＆スマホマクール杯」

gボートレース戸田 A048-441-7711

