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
音楽ホール
話題
レナード・スラットキン（指揮）メインホール 弦楽とピアノで奏でる 沸騰の
ベスト・クラシック・プレミアム 音楽ホール
フランス国立リヨン管弦楽団 佐村河内 守 作曲家 の世界 ２公演セット券6,000円
ヴァイオリン：五嶋 龍
「祈り・未来への光」
コンサート 前売（単券・セット券とも）1/12㈰～
さ むら ご う ち

まもる

6/12
（木）
19：00

3/6
（木）
19:00

7/10
（木）
19：00

今、世界が注目する新進気鋭の人気ピアニスト!

ヴァイオリン：大谷康子
ピアノ
：田部京子

洗練された音をもつリヨン管弦楽団
は、1969年創設され、
フランス系の
名指揮者クリヴィヌの時代に名声を
確立し、以来歴代の音楽監督のもと
発展を遂げてきた。今回は人気はも
とより世界で活躍中の五嶋龍をソリ
ストに迎えてのラロ。魅力のフラン
ス作品で、
どうぞお楽しみください。

アリス＝紗良・オット ピアノ・リサイタル

〈プログラム〉
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ
第17番ニ短調
「テンペスト」
/
バッハ＝ブゾーニ：シャコンヌ/
リスト：愛の夢/リスト：パガニ
ーニ大練習曲 ほか

大谷康子弦楽四重奏団
田尻 順(2ndヴァイオリン)
青木篤子(ヴィオラ)
西谷牧人(チェロ)

全席指定

4,000円

12/6
（土）
14：00

巨匠指揮者や世界一流オーケストラからオファー殺到！

アラベラ・美歩・シュタインバッハー

〈プログラム〉
バーンスタイン：
「キャンディード」
序曲
ラロ：スペイン交響曲 op.21
ベルリオーズ：幻想交響曲op.14
全席指定 S席12,000円 Ａ席9,000円
B席7,000円 Ｃ席5,000円 前売 1/18㈯～

埼玉ゆかりの演奏家による

音楽ホール

〈プログラム〉
佐村河内 守：弦楽四重奏曲第2番
佐村河内 守：無伴奏ヴァイオリンのためのシャコンヌ
佐村河内 守：ヴァイオリンのためのソナチネ 嬰ハ短調
※フィギュアスケート･ヴァージョン
佐村河内 守：ピアノのためのレクイエム ほか
全席指定 3,000円

オルガン・スーパーセッション

音楽ホール

ハートフル・コンサート

３人のオルガニスト×パーカッション

光岡暁恵

オルガン:小島弥寧子、
高橋博子、

小宮順子

パーカッション:萓谷亮一、萓谷有里、

布施雅也

〈プログラム〉
ヴィエルヌ：ウェストミンスターの鐘
ハキム：メモール
近藤岳: 薄紅の刻 ほか
全席自由 2,000円

2/22
（土）
15:00

2/13
（木）
18：30

近藤 岳

（ソプラノ・和光市在住）

西久保友広

（ソプラノ・秩父市出身）
（テノール・和光市在住）

谷 友博

（バリトン・所沢市在住）

草 冬香

（ピアノ・川口市在住）

ヴァイオリン・リサイタル
ピアノ：ロベルト・クーレック

〈プログラム〉
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ
ト長調 K.301/フランク：ヴァイオ
リン・ソナタ イ長調 ほか
全席指定

（オルガン・さいたま市出身）

2/27
（木）
1９:00

入場無料（先着600人、未就学児の入場不可）

全席指定 3,500円

日本を代 表する国 際 的
なヴァイオリニストとして
その演奏は優雅さと円熟
味に溢れ多くの聴衆を魅
了している。
また、前橋さ
んは
「クラシック音 楽は
片隅に置かれがち」
と危
機感を抱き、低料金の演
奏会などを通じて
「生の
音をより多くの人に届け
たい」
と願っている。

〈プログラム〉
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ ト長調 K.301
ベートーベン：ヴァイオリン・ソナタ 第9番 イ長調「クロイツェル」
ドビュッシー
（ハルトマン編）
：亜麻色の髪の乙女
クライスラー：中国の太鼓
ブラームス
（ヨアヒム編）
：ハンガリー舞曲第1番
ブラームス
（ヨアヒム編）
：ハンガリー舞曲第5番
ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ ほか
2,000円

前売 1/12㈰～

郡愛子（メゾ・ソプラノ）＆渡辺克也（オーボエ） ～普段着で気軽に楽しむ60分～ 音楽ホール
ワンダフル・コンサート 音楽ホール リリア・ワンコイン・コンサート
MIKAKO シャンソン・コンサート
6/20
（金）
18：30

3/5
（水）
19:00

歌・司会進行：郡 愛子
オーボエ：渡辺克也
ピアノ：仲田淳也／小林有沙

ピアノ：高島正明

お洒落なシャンソン・フレンチポッ
プスを中心に暖かな歌声で人々
を魅了します。
〈プログラム〉
バラ色の人生/愛の讃歌/マイ・
ウェイ/ラストダンスは私と ほか
全席自由 500円
前売 1/26㈰～

〈プログラム〉
モンティ：チャルダッシュ/エルガ
ー：愛の挨拶/アメリカ民謡:アメイ
ジング・グレイス/山田耕筰：から
たちの花 ほか
全席指定

3,000円
メインホール

音楽ホール

〈プログラム〉
ベッリーニ：
「夢遊病の女」
より
“気もはればれと” オルガン:小林英之
（光岡）/ ドニゼッティ：
「アンナ・ボレーナ」
より
“私 〈プログラム〉
の生まれたあのお城”
（小宮）/ レハール：
「微笑み
シューベルト:アヴェ・マリア
の国」
より
“君こそ我が心のすべて”
（布施）/ ロッ
ヘンデル：オンブラ・マイ・フ
シーニ：
「セヴィリアの理髪師」
より
“私は町のなん
佐々木すぐる / 柿沼唯：月の沙漠
でも屋”
（谷）/ ショパン：アンダンテ･スピアナート
ポルムベスク：望郷のバラード
と華麗なる大ポロネーズ（草）/ ヴィエルヌ：ウェ
ホルスト：ジュピター ほか
ストミンスターの鐘
（草谷） ほか

6/5
（木）
18：30

ピアノ：イーゴリ・ウリヤシュ

全席指定

4,000円

天満敦子ヴァイオリン･コンサート リチャード・クレイダーマン2014

草谷麻子

前橋汀子（ヴァイオリン） 音楽ホール
名 曲 コ ン サ ート

with ストリングス・トリオ&パーカッション

5/23
（金）
18：30

新緑の季節、
ピアノが
奏でる世界中で最も
親しみのあるメロディ
ーが届きます。
〈プログラム〉
渚のアデリーヌ ほか
全席指定 S席6,500円 Ａ席5,500円
B席4,500円
前売 1/25㈯～

催し広場

リリア“歌の花束”お話：國土潤一
テーマ：日本語を歌う

第3夜 2/7
（金）
19:00
針生美智子（ソプラノ）

「オペラから昭和歌謡までアラカルト」

ピアノ：坂元陽子

〈プログラム〉
オペラ「夕鶴」より“与ひょう、私の大事な与
ひょう”/木下牧子：さびしいかしの木 ほか
全席自由

一般2,000円 学生1,000円

※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。 ※1/4（土）から開館します。

国際交流

INTERNATIONAL EXCHANGE

在住外国人サポートネットワーク

市には在住外国人の支援などを行う18の団体で構成する『在住外国人サポー
トネットワーク』があり、相互に情報交換を行い、多文化共生の促進を目的と
して活動しています。
【構成団体】
●荒川夢クラブ ●NPO法人川口国際交流クラブ ●川口国際友好学院
●川口自主夜間中学 ●国際文化交歓日本語センター ●幸にほんご広場
●かわぐち子どものための日本語教室 ●神根ふれあい日本語広場
●戸塚公民館日本語教室 ●南平日本語クラブ ●出会いの学校
●フレンドシップクラブ ●公益財団法人ラボ国際交流センター
●鳩ヶ谷国際友好ネットワーク ●芝北日本語クラブ ●新郷日本語教室
●きゅぽらスポーツコミュニティ ●体つくり研究舎
（順不同）
これらの活動に関心のある団体はご連絡ください。

川口オート 1月開催日程
２木 ▶
８水 ▶
１１土 ▶
１８土 ▶
２５土 ▶

５日
１０金
１５水
２１火
２９水

川口自場「ニューイヤーカップ」
入場
無料です
山陽場外
伊勢崎場外「ＧⅠシルクカップ争奪戦」
川口自場
川口自場「ＧⅠ開設記念」

※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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【構成団体それぞれの主な活動内容】
●小学校の国際教育の手伝い
●地域連携、多文化交流主体の日本語教室
●高校進学の勉強 ●はじめてのにほんご講座
など、さまざまな活動をしています。

外国人生活相談（日本語、英語、中国語、
タガログ語、韓国語）
市の情報提供、簡易な生活相談、日本語教室の案内
受付時間：10：00～17：00

火～土曜日
（祝日を除く）

※タガログ語、韓国語は 11：00～17：00

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
A048-227-7607 E048-226-7718
M 070.11010@city.kawaguchi.lg.jp

ボートレース戸田 1月開催日程

３金 ▶ ８水
１１土 ▶ １４火
１７金 ▶ １９日
１７金 ▶ ２１火
２４金 ▶ ２７月
３０木 ▶ 2/２日
３０木 ▶ 2/４火

戸田自場「第44回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦」
戸田自場「第31回関東日刊紙競艇記者クラブ杯」
場外発売「ＧⅠ全日本王者決定戦開設60周年記念」
戸田自場「第2回シニアＶＳヤング競走」
戸田自場「第7回夕刊フジ杯」
場外発売「ＧⅠ太閤賞競走開設57周年記念」
戸田自場「第13回日本レジャーチャンネル杯 男女ハーフ＆ハーフバトル」

gボートレース戸田 A048-441-7711

