し込み
リリア1階 A048-254-9900
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
）全館休館日：12/29（火）～1/3（日）

リリア第九演奏会

メインホール

with 小六禮次郎（ピアノ）

12/12（土）15：00

CRAZY KEN BAND TOUR 郡 愛子のワンダフル・コンサート

倍賞千恵子コンサート

もうすっかりあれなんだよね2016

メインホール

1/26
（火）
15：00

「下町の太陽」で歌手デビューの
一方、映画「男はつらいよ」のさ
くら役に代表される庶民派女優
として、国民的人気をもつ倍賞
千恵子の詩情あふれる歌声をお
楽しみください。
〈プログラム〉 下町の太陽/さよならはダンスの
後に/さくら貝の歌/忘れな草をあなたに ほか

指揮：円光寺雅彦
管弦楽：新日本フィル

ハーモニー交響楽団

ソプラノ：澤畑恵美
アルト：山下牧子
テノール：小原啓楼
バリトン：小森輝彦
合唱：川口第九を歌う会

全席指定

“春の訪れ～人生は歌のなかに” 音楽ホール

3/13
（日）
15：00

東洋一のサウンド
マシーン。2年ぶり
にリリアに登場！
※年齢制限なし（た
だし、入場する人数
分のチケットが必要
です）

歌・司会進行：郡

ソプラノ：佐藤美枝子

（当代随一の名プリマ）

特別ゲスト：江原啓之

（バリトン～歌の伝道師）

※スペシャル・トーク有り

ピアノ：藤原藍子

リリア・アフタヌーンコンサート

メインホール

音楽ホール

藤田美奈子＆井上圭子クリスマス・スペシャル

五代目圓楽一門会

3/5
（土）
17：00

12/19
（土）
15：00

長年人気番組の司会者として落語界を牽引し、 藤田美奈子
（ソプラノ）
惜しくも2009年に他界した五代目三遊亭圓楽。
井上圭子（パイプオルガン）
今 回はその一 門 会か
〈プログラム〉
ら、人気･実力ともに折
ヘンデル：歌劇
「リナルド」
より
り紙つきの落語家がリ
“私を泣かせてください”
リアに集結します。
〈プログラム〉
プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」
（出演）
六代目
メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」
より
“私の愛しいお父さん”
三遊亭円楽、三遊亭愛楽、三遊亭王楽
ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調「合唱付」
ほか J.Sバッハ/グノー：アヴェ・マリア ほか
全席指定 3,000円
全席指定 S席 5,000円 A席 4,000円
全席指定 2,000円
B席 3,000円
シルバー
（65歳以上）
2,500円

ニューイヤーコンサート2016

“名匠が贈る２大協奏曲”

メインホール

1/17（日）15：00

川口少年少女ミュージカル団 創団25周年記念公演

横笛 赤尾三千子の世界

3/26
（土）
13:00／17:00

1/30
（土）
19：00
1/31
（日）
14：00

ミュージカル「ウィズ」音楽ホール

「水炎伝説」

出演：川口少年少女ミュージカル団

指揮：垣内悠希
管弦楽：東京フィル

作･演出：松山雅彦 作曲･指導：松山由佳
振付･ダンス指導：大濱陽子、望月彩乃、小林千恵
人形と人間の関係を
通して、環境問題を
考えるオリジナルミ
ュージカル。
全席指定 1,000円
※3歳以下の入場はご遠慮ください 前売 12/13㈰～

ハーモニー交響楽団
ヴァイオリン：前橋汀子
チェロ：堤 剛

しまじろうコンサート

音楽ホール

大気を切り裂く横笛の音色と、井上道義指揮の
アンサンブル・レジェンドの力強い響きが死と
再生の物語を感動的に展開します。
全席指定 （各日）
5,000円

リリア・アフタヌーンコンサート

音楽ホール

しまじろうとロボットのくに 三浦友理枝（ピアノ）名曲コンサート

3/27
（日）

〈プログラム〉
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
ニ長調 op.35
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲ロ短調op.104
全席指定 S席 4,000円
B席 2,000円

A席 3,000円

（1回目） （2回目）

13：00 15：30

子どもたちの 大 好きな
歌・ダンス手遊びなども
りだくさん。
しまじろうと
仲間たちが繰り広げる冒
険物語をご家族そろって
ぜひお楽しみください。
全席指定 1,960円

3,500円

クラシックNOW

音楽ホール

～いま、注目の演奏家たち～

2/26
（金）
19：00
成田達輝 ヴァイオリン・リサイタル
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、
第2位を獲得し、脚光を浴びる！
〈プログラム〉
ラヴェル：ツィガーヌ/ポンセ：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

柴田三兄妹 津軽三味線ライブ
～笑顔で会いましょう～

2/6（土）14:00

3/6
（日）
14：00

全席指定 1,000円

全席指定 2,000円

2007年英国王立音楽院修士課程
を首席で修了。01年マリア・カナル
ス国際音楽コンクール優勝。06年
リーズ国際ピアノコンクール特別賞
受賞。ソロ・リサイタルのほか、国内
外のオーケストラと共演を重ねている。
〈プログラム〉
ドビュッシー：月の光/亜麻色の髪の乙女 ほか

※2歳以下の保護者膝上観覧無料 前売 12/6㈰～

（藤原義江の美しき孫娘）

〈プログラム〉
ヴェルディ：歌劇
「椿姫」
より
“花から
花へ”
（佐藤）
/サン＝サーンス：歌劇
「サムソンとデリラ」
より
“あなたの
声に私の心は開く”
（郡）/ワーグナ
ー：歌劇「タンホイザー」
より
“夕星
の歌”
（江原）
/アメイジング・グレイ
ス
（佐藤）
/Ｅ.デ・クルティス：忘れな
草（郡）/マスカーニ：アヴェ・マリア
（江原） ほか
全席指定

原作：大岡 信 原曲：石井眞木
編曲･台本･構成：赤尾三千子
作曲･監修：松下 功
指揮：井上道義 演奏：アンサンブル・レジェンド

メインホール

愛子

（メゾ・ソプラノの女王）

全席指定 6,900円
（当日500円増）

4,500円

リリア寄席

メインホール

3/11
（金）
19：00

音楽ホール

20代にして津軽三味線全国大会優勝39回の
実力を持つ宮城県出身の三兄
妹。
「 津軽じょんがら節」
「 津軽
よされ節」
など古典曲に加え、
オリジナル曲や民謡などをお
届けします。迫力の「生音」演
奏をお楽しみください。

※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
The 7th Kawaguchi Speech Contest in Japanese
今年のテーマ【びっくりしたこと】

日時：2016年２月14日（日）13：30～17：00（13：00開場）

こと、共感したことなどを教えてください。

定員：100人

あなたは日本に来てどう思いましたか？不思議に思ったこと、嫌だった

場所：リリア・催し広場

＊入場無料

＊未就学児の入場は、ご遠慮いただく場合があります。
主催

第７回川口市日本語スピーチコンテスト実行委員会・川口市

問い合わせ：かわぐち市民パートナーステーション多文化共生担当
火～日曜日

9：30 ～ 17：00

A048-227-7607

E048-226-7718

Ｅメール：070.11010@city.kawaguchi.lg.jp

川口オート 12月開催日程

８火 ▶ １１金 川口自場

１２土 ▶ １６水 山陽場外「ＧⅠスピード王決定戦」
１７木 ▶ ２０日 伊勢崎場外

入場
無料

２３ 祝 ▶ ２５金 浜松場外
２７日 ▶ ３１木 川口自場「スーパースターフェスタ２０１５」
※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
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広報かわぐち
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ボートレース戸田 12月開催日程

３木 ▶
３木 ▶
１２土 ▶
１２土 ▶
１８金 ▶
２６土 ▶
２６土

８火 場外発売「GⅠ開設61周年記念
トーキョー・ベイ・カップ」
（平和島）
６日 場外発売「GⅢ福岡ソフトバンクホークス杯」
（福岡）
１５火 戸田自場「第48回東京中日スポーツ杯」
１４月 場外発売「GⅡ第59回結核予防事業協賛
秩父宮妃記念杯」(びわこ)
２３ 祝 場外発売「SG第30回グランプリ」
（住之江）
３１木 戸田自場「第34回ゴールドカップデイリースポーツ杯」
（福岡）
３１木 場外発売「GⅠ第4回クイーンズクライマックス」

gボートレース戸田 A048-441-7711

