※各公演とも未就学児童の入場はご遠慮ください。

リリアチケットセンター（リリア1階） （一部公演を除く。）

蘂254-9900（10:00〜19:00）
※入場料金は税込です。
音楽ホール
3／20（土）
全席指定 4,000円
18:00

小山実稚恵ショパン・リサイタル・シリーズ蠱

シリーズ リリア

※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。）

歌の花束

構成・お話 : 國土 潤一（音楽評論家）
各回とも催し広場・19:00開演

全席自由 一般2,000円 学生1,000円（3回通し券 一般5,000円 学生2,500円）前売3／13（土）〜

音楽ホール
4／3（土）
全席自由 4,000円
17:00

7／16
（金）

「生誕２００年のシューマン」

メインホール
4／16（金）
14:00
全席指定 4,200円（瀬戸内寂聴著・最新刊を当日プレゼント）

9／16
（木）

「生誕１５０年の二人、マーラーとヴォルフ」

エルベッテ第4回公演・オペレッタ「こうもり」日本語上演
瀬 戸 内 寂 聴 特 別 講 演 会「 遊 行 」
live image 10

メインホール
dix emotional & relaxing
4／23（金）
加古 隆・小松亮太・ゴンチチ・葉加瀬太郎・羽毛田丈史・松谷 卓・宮本笑里 ほか 全席指定 7,800円
18:30
メインホール
4／28（水）
13:00・16:00
4／29（木・祝）
10:00・13:00
16:00

Disney Live! ミッキーとハッピーバースデーくまのプーさん
全席指定 S席 5,000円 A席 4,500円

メインホール
5／16（日）
全席指定 S席 8,000円 A席 7,000円
17:00

橋真梨子 コンサート VOL.３４２０１０

メインホール
5／20（木）
18:30

浮ヶ谷 孝夫 指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団特別演奏会

4／16（金）
19:00

全席自由500円（前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。）

5／7（金）
19:00

平成二十二年

／13（土）〜
9／8（水）19:00 0才児からのワンコイン・コンサート 前売3／
前売3／13（土）〜 8／26（木）14:00 10／7（木）14:00 12／5（日）14:00

動物の
ディズニー はじめての
トイ・マジック
清 塚 信 也 SkyLa
ファミリー・
オーケストラ
コンサート 名曲コンサート
パイプオルガン
コンサート
河村 右（ソプラノ）
八木谷由梨（リコーダ&オカリナ）

ショパンを弾く
〜ショパン
生誕２００年〜

関口那々子（ヴァイオリン） 増原由子
新鋭インストゥル
塚谷水無子
メンタル・グループ 仲村渠真紀（ピアノ）
（ピアノ&ヴォーカル）（パイプオルガン）

「生誕３００年のペルゴレージ」
針生 美智子（ソプラノ）
・澤村 翔子（メッツォ・ソプラノ）
・平塚 洋子（ピアノ）

JULIE with THE WILD ONES
LIVE 僕達ほとんどいいんじゃあない
全席指定 7,000円

前売3／6（土）〜

西本智実のヴェルディ「レクイエム」 東京交響楽団特別演奏会

メインホール
6／14（月）
19:00
全席指定 S席 6,000円 A席 5,000円 B席 3,000円

リリア・ワンコイン・コンサート 〜普段着で気軽に楽しむ60分〜

メインホール
8／1（日）
16:00

永島 陽子（メッツォ・ソプラノ）
・酒匂 淳（ピアノ）

メインホール
8／11（水）
19:00
全席指定 SS席 10,000円 S席 9,000円 A席 7,500円 B席 6,000円 前売3／5（金）〜

前売3／14（日）〜

S席 8,000円 A席 6,000円
劇団四季 55 steps 全席指定 B席
5,000円 C席 3,000円

各回とも 音楽ホール

10／22
（金）

長島 剛子（ソプラノ）
・梅本 実（ピアノ）

京谷ひとみ（パーカッション）
野口杏梨（トイ・ピアノ）

音楽ホール
10／11（月・祝）
全席自由 3,000円
17:00

クセニア・モロゾワ ピアノ・リサイタル

《

川口国際文化交流フェスティバル２０１０
ボランティア募集

》

第20回目となる今年は、
ドイツよりチェロ・アンサンブル、
オーストラリアより合唱団の青少年を招聘します。
このフェスティバルを開催するにあたり、
ボランティアを募集しますので、ぜひみなさんのご協力をお願いいたします。
★募集内容 ●一般スタッフ…50人（ホールスタッフ・野外スタッフ など）
●通訳スタッフ…ドイツ語5人・英語5人 「日常会話程度が話せるかた」※ゲストの簡単なお世話・お手伝い
●ホームステイ…30世帯くらい（ゲストは10代から20代の女性または男性）
・引受期間 : 7月22日（木）〜26日（月） 4泊5日（予定）
・条
件 : 藺朝食および指定された日の夕食を提供していただけること。
藺なるべく個室を用意できること。
（できれば扇風機またはクーラーが使用できる部屋）
※なお、
お預かりいただくゲスト1人に対し、食費として5,000円を支給します。
申し込み・問い合わせ…リリア・事業課 蘂258-2000

川口少年少女ミュージカル団団員募集!!
音楽ホール
7／8（木）
全席指定 3,800円
19:00

テレム・カルテット

音楽ホール
7／17（土）
15:00

〜今ヨーロッパで大人気のユニークアンサンブル〜

前売3／13（土）〜

シン・ヒョンス
ヴァイオリン・リサイタル
全席指定 一般席 3,000円 シルバー席（６５歳以上のかた）2,000円 前売3／7（日）〜

総合舞台芸術ともいえるミュージカルをとおして、次代を担う子どもたちの感性を磨き、豊かな情緒を育むことを目的と
して、
リリアの開館以来その活動は20年目を迎えます。現在、小学4年生〜大学生までの約50人の団員が在籍していま
す。主な活動は毎週のレッスンとリリアホールなどでの公演です。
応募資格 : 小学4年生〜高校生まで（平成22年4月現在）
募集人数 : 約10人 受付期間 : 4／3（土）まで
応募方法 : リリアおよび各公民館にある応募用紙に記入の上、
申込料2,000円
を添えてリリア7F事務所へお申し込みください。
オーディション日 時 : 4／11（日） 受付17:30〜 開始18:00〜
場所 : リリア・1F・催し広場 内容 : 歌・ダンス・演技
問い合わせ : リリア・事業課 蘂258-2000

国 際 交 流

INTERNATIONAL EXCHANGE

日本語ボランティア入門講座
市内には約２万人の外国人が住んでいます。お互いに豊か 講座の内容
回
タ イ ト ル
内
容
に生きていくために、ボランティアで日本語を教えてみませ
んか。教えてみたいと思っているかた、教え始めたばかりの 第１回 日本語授業を考える 私たちは日本語を、どのような背景を持つ外国人に、どのよう
に教えるのでしょうか。まず、
日本語教育と日本語学習者につ
かたの講座です。この講座はワークショップ形式で、単に知 （4/3） ―日本語を
教えるとは？― いて考えてみましょう。
識を得るだけではなく、体験からの学びを重視しています。
外国語としての日本語 私たちが日常的に使っている日本語は、外国人のかたがたに
今回は全４回の連続講座です。
第2回
はどのように感じられるのでしょうか。日本語を教える基礎として、
対
象…18歳以上の市内在住・在勤・在学のかたで、外国 （4/10） ―日本語の
しくみは？― 日本語のしくみを改めて考えてみましょう。
人に日本語を教えることに興味を持っているかた
学習者は、
どのような練習を重ね、
どのように日本語を学んで
日本語の教え方
日
時…4月3日（土）〜24日（土）
第3回
いくのでしょうか。そして、私たちはどのように授業を組み立て
―学習者は
毎週土曜日 13:30〜15:30（全4回）
（4/17）
どのように学ぶ？― ていくのでしょうか。効果的な教え方について考えてみましょう。
場
所…かわぐち市民パートナーステーション 会議室１
ボランティア教室の
ボランティア教室では実際にどのように日本語が教えられてい
川口1−1−1 キュポ・ラ本館棟Ｍ４階
第4回
実際
るのでしょうか。第３回から第４回の間に、実際の教室を見学し、
受 講 料…無 料
定
員…30人（先着順）
（4/24）
―教室を見てみよう― それぞれの体験を共有します。
申込期間…3月5日（金）9:30〜電話受付
申し込み・問い合わせ…かわぐち市民パートナーステーション 国際化担当 蘂227-7633 薨226-7718

川口オート 3月開催日程
1
6 土
12 金
16 火
20 土
28 日

月

3
10 水
15 月
19 金
24 水
31 水
水

戸田競艇 3月開催日程

浜松場外（G蠡スピード王）
飯塚場外（G蠢開設記念）
浜松場外
川口自場
山陽場外（G蠢プレミアムカップ）
伊勢崎場外

問い合わせ…川口オートレース場 蘂251−4376
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薨257−0200

2 火
11 木
17 水
26 金

7 日
16 火
22 振 月
31 水

場外発売「G蠢第２３回女子王座決定戦」
戸田自場
場外発売「SG第４５回総理大臣杯」
戸田自場「G蠢戸田グランプリ開設５３周年記念」

問い合わせ…戸田競艇場

蘂048−441−7711

