※リリアではインターネット情報サービスを行っています。
http://www.lilia.or.jp
（リリアが指定した公演のチケットも購入できます。）
（10:00〜19:00）
※各公演とも未就学児の入場はご遠慮ください。
※入場料金は税込です。 （一部公演を除く。）

リリア・チケットセンター（リリア1階）

蘂048-254-9900
音楽ホ−ル
5／10
（木）
15：00
19：00

リリア・プロムナード・コンサート

川口国際文化交流フェスティバル2012 前売5／12（土）〜
スペース・ファンタジー・コンサート 夏休み〜宇宙への旅

パイプオルガン無料演奏会

演奏：コリン・アンドリュース 入場無料（各回先着600人、
未就学児の入場不可）

〜素敵な音楽とともに過ごす
午後のひととき〜

リリア・アフタヌーンコンサート
各回 音楽ホール

5／29（火）

14:00開演

全席指定1,000円

7／5（木）

トリオ・リベルタ

メインホール
7／28（土） 大友直人（指揮）東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
石原良純（俳優、気象予報士）佐藤毅彦（JAXA宇宙科学研究所教授）
16:00

〈プログラム〉ジョン・ウィリアムズ：映画「スターウォーズ」組曲ほか 全席指定3,000円

10／17（水）

深江ゆかシャンソン・コンサート ハーモニカ・ライナーズ

ピアノ:藤原和矢
石田泰尚（ヴァイオリン）
コード・ハーモニカ:田邊峯光
中岡太志（ピアノ&ヴォーカル） ゲスト（お話）:植木 浩
クロマチック・ハーモニカ:町田明夫
（元文化庁長官・シャンソン研究家） バス・ハーモニカ:鶴田亘弘
松原孝政（サクソフォン）
〈プログラム〉
ピアソラ:リベルタンゴ
ロシア民謡:黒い瞳 ほか

〈プログラム〉
街 角 、枯 葉 、恋 心 、愛 の
讃歌 ほか

〈プログラム 〉ラ・マカレ
ーナ、黒い花びら、シェル
ブールの雨傘 ほか

メインホール サマージャズ in リリア
7／29（日） 前田憲男トリオ／マリーン／サーカス／西直樹
15:00
〈プログラム〉Satin Doll、Mr.サマータイムほか 全席指定2,000円

音楽ホール 野々下由香里（ソプラノ）珠玉のフランス歌曲
6／19（火） ソプラノ : 野々下由香里（川口市在住）フォルテピアノ : 小倉貴久子（さいたま市在住）
19:00
〈プログラム〉フォーレ:夢のあとに／シャブリエ:幸福の島 ほか 全席指定 3,000円

〜埼玉ゆかりの演奏家による〜

リリアホール バースデイ・ガラ・コンサート

メインホール
7／1（日）
15:00

指
揮 : 北原 幸男（富士見市在住）
増田のり子（幸手市在住）
ソ プ ラ ノ : 澤畑 恵美（秩父市出身）
藤田美奈子（川島町在住）
薗田真木子（秩父市在住）
メゾ・ソプラノ : 林 美智子（東松山市出身）
ア ル ト : 小川 明子（熊谷市在住）
テ ノ ー ル : 高橋
淳（ふじみ野市出身）
バ リ ト ン : 友清
崇（上尾市出身）
ヴァイオリン : 長尾 春花（上尾市在住）
澤畑 恵美 増田のり子 薗田真木子
ハ ー プ : 高野 麗音（蕨市在住）
管 弦 楽 : リリア祝祭オーケストラ
合
唱 : リリア祝祭合唱団

ソリ・トゥッティ声楽アンサンブル交流コンサート
ドゥニ・ゴーテリー（指揮） ニコラ・パパン（ギター）
音楽ホール 川口市民オーケストラ クール・フォレほか
7／28（土） 〈プログラム〉ロドリーゴ：アランフェス協奏曲 コズマ：枯葉 ほか
15:30
入場無料（要応募、未就学児の入場不可）往復はがきに〒、住所、氏名、電話番号、
人数（2人まで）をご記入の上、
〒332-0015川口市川口3-1-1リリア「交流コン
サート」係まで6／30（土）当日消印有効。
（応募者多数の場合は抽選）

音楽ホール NAOTO（ヴァイオリン）＆清塚信也（ピアノ）デュオ・コンサート
7／29（日） 〈プログラム〉ショパン：英雄ポロネーズ／モンティ：チャルダッシュ ほか
14:00
全席指定3,000円
〈ボランティア募集〉一般スタッフ…約50人（ホールスタッフ、野外スタッフなど）
通訳スタッフ…5人（フランス語） 申し込み・問い合わせ：リリア事業課

北原 幸男

TEL048-258-2000

松竹大歌舞伎

メインホール
一、歌舞伎のみかた
二、熊谷陣屋
三、女伊達
9／23（日）
出演：市川右近、市川門之助、市川笑也、市川猿弥、市川笑三郎、市川寿猿、市川弘太郎
15:00
全席指定 S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円
シルバー（65歳以上）
：各席種1,000円引

学生：各席種半額

藤田美奈子

120 余年の伝統が世界を魅了する！

〈プログラム〉
モーツァルト:
林 美智子 小川 明子 高橋 淳
友清 崇
歌劇「コシ・ファン・
トゥッテ」より 恋人よ許して下さい
ヴェルディ:歌劇「リゴレット」より 慕わしい人の名は
ロッシーニ:歌劇「セビィリヤの理髪師」より 今の歌声は
ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調
ヒナステラ:ハープ協奏曲 ほか
全席指定 S席2,000円 A席1,500円
長尾 春花 高野 麗音
※本公演は宝くじの助成を受けて実施しています。

ギャウロフ、カサロヴァなど、数々の世界的スター歌手を
輩出してきた名門歌劇場による引越公演！

ソフィア国立歌劇場
プッチーニ:「トスカ」全3幕

原語上演／日本語字幕付

メインホール 「歌に生き、恋に生き」「星は光りぬ」など絶品の名アリアの数々
11／3（祝） 語りつくせぬ魅力に溢れた、これぞオペラ！
15:00
演 出：プラーメン・カルターロフ
リリア 歌の花束 テーマ : 匠の業を聴く 構成・お話 : 國土 潤一（音楽評論家）
指 揮：アレッサンドロ・サンジョルジ
各回催し広場 19:00開演 全席自由 一般2,000円 学生1,000円（3回セット券 一般5,000円 学生2,500円）
トスカ：佐藤しのぶ
第1夜 7／6（金）
第2夜 9／28（金）
第3夜 H.２５ 2／15（金）
マリオ・カヴァラドッシ：マルティン・イリエフ
スカルピア男爵：ビッセル・ゲオルギエフ
ソプラノ : 森川栄子
テノール : 豊島正伸
※キャストは変更になる場合があります。
箏・唄 : 下野戸亜弓
ピ ア ノ : 廣瀬啓子
ピ ア ノ : 金森 大
フルート : 丹下聡子
ソフィア国立歌劇場管弦楽団＆合唱団
全席指定 S席16,000円 A席13,000円 B席10,000円
音楽ホール Bossa Nova from Rio 〜ボサノヴァの巨匠と歌姫を迎えて〜
C席7,000円 D席4,000円
7／17（火） 〈出演〉ロベルト・メネスカル＆レイラ・ピニェイロ、臼田道成＆Argonautas
18:30
全席指定 4,500円（当日5,000円） 前売5／12（土）〜
今世界で望みうる最高のピアニスト

リリア・ワンコイン・コンサート

音楽ホール
ピアノ：須関裕子
9／19（水） 横坂 源 チェロ・リサイタル
〈プログラム〉サン＝サーンス：白鳥／ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番ほか
19:00
全席自由

500円

前売5／13（日）〜

小林 桂／Duo★ピアノとボーカル二人だけの音楽会

音楽ホール
ジャズ・ヴォーカル：小林桂
ピアノ：小林洋
9／22（土）
名画から生まれたお馴染みのスタンダード・ナンバーに加え2012ニューアルバムより名曲の数々
18:00
〈プログラム〉Shall we dance／追憶／ひまわり ほか
全席指定

3,800円

前売5／13（日）〜

国 際 交 流
日本語ボランティア入門講座

第2回目

多文化共生の第１歩は、お互いに言葉を交わすことから始まります。
楽しく豊かに生きていくために、ボランティアとして日本語を教えてみませんか。
対
象…市内在住・在勤・在学で外国人に日本語を教えることに意欲のあるかた
（参加者には、市内の日本語教室のボランティアとして活動していただきます。）
日
時…6月15日・22日・29日・7月6日 毎週金曜日 14：00〜16：00
場
所…鳩ヶ谷公民館 会議室
講
師…松尾恭子 氏（公益社団法人国際日本語普及協会講師）
受 講 料… 無料
定
員…20人
申込方法…5月15日
（火）
から①名前とふりがな、②郵便番号と住所、③電話番
号を記入し、電話、
ＦＡＸ、
Ｅメール、窓口で先着順に受け付けます。
申込受付…かわぐち市民パートナーステーション 多文化共生担当
蘂048-227-7607 薨048-226-7718 Eメール：070.11010@city.kawaguchi.lg.jp

川口オート 5月開催日程

2 踉蜷 5 跫
9 踉 蜷 13跣
14跼 蜷 17跿
19踞 蜷 21跼
22踈 蜷 24跿
26踞 蜷 29踈
30踉 蜷 6 3跣

川口自場
船橋場外「Ｇ蠢黒潮杯」
浜松場外
川口自場
船橋場外
川口自場
浜松場外「Ｇ蠢開場記念」

問い合わせ…川口オートレース場 蘂048−251−4376 薨048−257−0200
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クリスチャン・ツィメルマン

ピアノ・リサイタル
メインホール
11／27（火） ドビュッシー生誕150周年記念「究極のドビュッシー」
今名実ともに世界のトップピアニスト。限りなく深く芳醇で、透明感の
19:00
ある響きと多彩で豊かな音色は聴く人すべてを魅了します。
〔オール・ドビュッシー・プログラム〕12のエチュード（全曲）ほか
全席指定 S席8,000円 A席6,000円 B席4,000円
リリアでは、ホールをご利用の個人や地域団体が行う文化活動に対して「 文化活動助成金 」制度を実
施しています。詳細は、
リリア・利用サービス係（蘂048-258-2000）まで問い合わせください。

INTERNATIONAL EXCHANGE
外国人生活相談
かわぐち市民パートナーステーションでは、英語、中国語、
タガログ語、韓国語による市の情
報提供、簡易な生活相談、
日本語教室の案内をしています。
各言語の曜日：●英語・
・
・火曜日〜土曜日
●中国語・
・
・火曜日〜土曜日
●タガログ語・
・
・火曜日
●韓国語・
・
・水曜日
時間：10：00〜17：00

Counseling

for Non-Japanese Residents

Kawaguchi Citizens Partner Station provides information in English, Chinese,
Tagalog, and Korean. It also offers simple counseling and assistance in Japanese
Language Classes.
Language Schedule：●English…Tuesday−Saturday ●Chinese…Tuesday−Saturday
●Tagalog…Tuesday
●Korean…Wednesday
Time：10:00 am−5:00 pm

ボートレース戸田 5月開催日程
1 踈蜷 6 跣
9 踉 蜷 13 跣
22踈 蜷 27 跣
30踉 蜷 6 4 跼

戸田自場「第23回ウィンビーカップ・第45回東京中日スポーツ杯」
戸田自場「第30回関東ボートレース専門紙記者クラブ杯」
場外発売「SG第39回笹川賞」
戸田自場「G蠱'12新鋭リーグ第10戦」

問い合わせ…ボートレース戸田 蘂048−441−7711

