※各公演とも未就学児童の入場はご遠慮ください。
（一部公演を除く。）
※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。）
※新年は1／4（月）より開館します。

リリアチケットセンター（リリア1階）

蘂254-9900（10:00〜19:00）
※入場料金は税込です。
Duo Recital 「愛と幻想」

音楽ホール
1／22
（金）

江崎 昌子（ピアノ）& 瀬

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〜

明日香（ヴァイオリン）

各回とも 音楽ホール・19:00開演 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。）
4／16（金）、5／7（金）の前売1／9（土）〜

「屈指のショパン奏者」と「ヴァイオリン界期待のヴィルトゥオーゾ」夢の初共演!
全席指定 S席 4,000円 A席 3,000円

19:00

〜ヴァイオリン & バンドネオン〜

オール・モーツァルト・プログラム、
豪華な4人のソリストによる

２０１０ニューイヤーコンサート フランツ・リスト室内管弦楽団

メインホール 南 紫音（ヴァイオリン） 菊池 洋子（ピアノ）
1／23
高木 綾子（フルート）
中嶋 彰子（ソプラノ）
（土）
〈プログラム〉アイネ・クライネ・ナハトムジークK525より第1楽章／ヴァイオリン協
奏曲第5番イ長調K219「トルコ風」より第3楽章／フルート協奏曲第1番K313より
15:00

第1楽章／ピアノ協奏曲第9番K271「ジュノム」より第1楽章／モテット「踊れ、
喜べ、
汝幸いなる魂よ」K165 ほか
全席指定 S席 4,000円 A席 3,000円 B席 2,000円

3／11

オルガニスト : 鈴木優人

（金）

近年話題のドラマ「のだめカンタービレ」にて、サウンドトラック演奏および劇中の「千秋真一」のすべ
ての吹き替え演奏を担当。ショパン生誕200年の年にショパンの名曲を集め、実力派ピアニスト清塚
信也がリリアホールに初登場します!〈プログラム〉ショパン:別れの曲／幻想即興曲／舟歌 ほか

5／7

ギタリストのKAZUを中心として結成された新鋭インストゥルメンタルグループ。クラ
シック・ロック・ジャズを融合させ、新しい世代の音楽スタイル確立を目指して活躍中。
KAZU OSAWA（ギター） 吉野 ユウヤ（キーボード）
中村 哲也（パーカッション） 吉田 直史（ヴァイオリン）

萩原 みか

ソプラノ・リサイタル

〈プログラム〉山田耕筰:からたちの花／小林秀雄:落葉松 ほか
全席自由 一般3,000円 学生1,500円

音楽ホール

錦織 健 & スロヴァキア室内オーケストラ

デンブルク協奏曲第3番ト長調BWV1048／ヘンデル:歌劇「セルセ」より オンブラ・
マイ・フ ／モーツァルト:歌劇「魔笛」より なんと美しい絵姿 ほか
全席指定 S席 5,000円 A席 4,000円 B席 3,000円

川口シティオペラを考える会 第2回公演

（土）
18:00

メインホール
4／28（水）
13:00・16:00
4／29（木・祝）
10:00・13:00
16:00

Canon Presents

テレ玉開局３０周年記念

川井郁子ヴァイオリンコンサート

多方面で活躍中の川井郁子デビュー10周年コンサート
〈プログラム〉ピアソラ:リベルタンゴ／モンティ:チャルダッシュ

メインホール
6／18
（金）
19:00

全席指定 5,000円

メインホール
2／27
（土）
13:00
15:30

しまじろう・みみりん・らむりん・とりっぴいが、
リリアに遊びに来ます!
歌・手あそび・クイズ・ダンス… ご家族おそろいでお楽しみください。
全席指定 1,500円
（2歳以下で保護者の膝上でご覧になるお子様1人までは無料。）

狡Benesse Corporation / しまじろう

※未就学児童の入場はご遠慮ください。）
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INTERNATIONAL EXCHANGE

つど

川口国際交流新年の集い2010
りょう り

ほうじん かわ ぐち こく さい こうりゅう

わたなべ

問い合わせ : NPO法人川口国際交流クラブ
（渡辺）
蘂268-7018
し みん

かわぐち市民パートナーステーション
こく さい か たん とう

国際化担当 蘂227-7633 薨226-7718

Why don't you have fun at Kawaguchi International New
Year's Party 2010? A lot of people will visit Lilia Tenji Hall
and enjoy exotic food, music, and live performances.
There will be good opportunities for tasting traditional
Japanese tea as well as Chinese tea. You can enjoy a bit of
Japanese calligraphy and have a chance to win a prize if
you are lucky.
When : Sunday, January 17, 2010 11 a.m. 〜 4 p.m.
Where : Lilia Tenji Hall (Lilia exhibition hall)(Adjacent to
JR Kawaguchi Station)
Admission : Free!!
Inquiries : NPO Kawaguchi International Friendship
Club, TEL:268-7018（Mr. Watanabe）
Kawaguchi Citizen Partnership Station, International
Affairs Office, TEL:227-7633 FAX:226-7718

川口オート 1月開催日程

戸田競艇 1月開催日程

2
9 土
15 金
22 金
30 土

3 日
10 日
16 土
19 火
28 木

土

イベント

6
13 水
17 日
26 火
2
3水
水

川口自場（ニューイヤーカップ）
伊勢崎場外（G蠢シルクカップ争奪戦）
山陽場外
船橋場外（G蠡さざんかカップ）
川口自場（G蠢開設記念）

和太鼓演奏

日時…1月2日（土）午前8:00 場所…正門前
問い合わせ…公営競技事務所 蘂251-4376
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狡www.lukasbeck.com

オペラ・アリアとコンチェルト、そして「第九:歓喜の歌」で贈るスペシャルプログラム。
〈プログラム〉プッチーニ:〈 蝶々夫人〉より「ある晴れた日に」／プッチーニ:〈トスカ〉
より「星は光りぬ」／ビゼー:〈カルメン〉より「恋は野の鳥『ハバネラ』」／ワーグナー:
〈タンホイザー〉より「夕星の歌」／ヴェルディ:〈 ナブッコ〉より「行け! わが想いよ黄金の翼に乗って」／
チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番より第1楽章／ベートーヴェン:交響曲第9番より第4楽章 ほか
全席指定 S席 8,000円 A席 6,000円 B席 4,000円 前売1／31（日）〜

井上圭子の世界オルガン夢紀行

かわ ぐち こく さい こう りゅう しん ねん

ウィーンからの贈り物「天使の歌声」があなたの心にひびく…
ウィーン少年合唱団の創立は1498年。清らかな声によって作品に込めら
れた魅力を引き出し、多くの感動を呼んでいます。
〈プログラム 〉ウィ・アー・ザ・ワールド／レット・イット・ビー／イマジン
サウンド・オブ・ミュージックから／さくらさくら ほか
全席指定 S席 5,000円 A席 4,000円 B席 3,000円

小林研一郎（指揮） 朝岡 聡（司会）
小山実稚恵（ピアノ） 加藤知子（ヴァイオリン）
佐藤しのぶ（ソプラノ） 坂本 朱（メゾ・ソプラノ）
メインホール 錦織 健（テノール） 宮本益光（バリトン）
リリア・ガラ・コンサート合唱団
7／1
高橋誠也（合唱指揮） 東京交響楽団（管弦楽）
（木）
19:00
抜群の人気と実力を誇る出演陣による夢の競演。これぞまさしく「ザ・ガラ・コンサート」!

音楽ホール
3／3（水） 第2回ドイツ・デンマーク・オランダ〈オルガン音楽の巨匠バッハ〉
15:00
〈プログラム〉J. S. バッハ:パッサカリア ハ短調BWV582
19:00
メンデルスゾーン:結婚行進曲「真夏の夜の夢」より ほか
入場無料（各回先着600人

ウィーン少年合唱団

リリア開館20周年記念 ガラ・コンサート

劇 場 公 演

場

Disney Live! ミッキーとハッピーバースデー くまのプーさん
ディズニーが贈る、みんなが笑顔になれる愉快なミュージカル。ミッキーとミニー
と一緒に遊びましょう! みなさんも100エーカーの森の素敵な世界へぜひお越し
ください。
全席指定 S席 5,000円 A席 4,500円

バレンタインオペラ「カルメン」フラメンコと共に

演出:松山 雅彦 指揮:高橋 勇太 ピアノ:渡辺 あけみ コントラバス:相葉 武久
振り付け:大沢 リナ メゾ・ソプラノ:グク ジャンミン（カルメン） ゲスト:大沢フラメンコ舞踊団
指定席4,000円 自由席3,000円（当日500円増）

音楽ホール
2／26
（金）
19:00

にち

これまでの清冽な魅力に加え、
ドラマティックな表出力に、堂々たる風格を加え、充実の
ときを迎えている小山実稚恵によるリリアのための3回にわたる特別企画〈ショパン・
リサイタル・シリーズ〉最終回。
〈プログラム〉練習曲嬰ハ短調作品25-7、マズルカ第36番イ短調作品59-1、第37
番変イ長調作品59-2、第38番嬰ヘ短調作品59-3、
ソナタ第2番変ロ短調作品35「葬
送」、第3番ロ短調作品58 全席指定 4,000円

3／20

健の魅力満載!! おなじみの名曲と極上のアンサンブル

メインホール 人気・実力ともに頂点を極めた錦織 健と結成50周年を迎えた、弦の国スロヴァキア
2／12
が誇るアンサンブル。プログラムはバロックとオペラ・アリアの名曲という、
ちょっと贅
（金）
沢な一夜です。
〈プログラム〉ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より
「春」／バッハ:ブラン
19:00

日

小山 実稚恵 ショパン・リサイタル・シリーズ蠱

〜デビューCD発売記念に寄せて〜

ピアノ:長町順史

音楽ホール
2／14
（日）
14:00

SkyLa（スカイラ）コンサート

（金）

〈プログラム〉J. S. バッハ:プレリュードとフーガ ハ短調BWV546 ほか
入場無料（各回先着600人・未就学児童の入場はご遠慮ください。）

錦織

みん ぞく

清塚 信也 ショパンを弾く〜ショパン生誕200年〜

4／16

パイプオルガン無料演奏会［監修 : 井上圭子］

音楽ホール
2／7
（日）
14:30

せ かい

Bach to Piazzolla（バッハ to ピアソラ）
鈴木 理恵子（ヴァイオリン） 北村 聡（バンドネオン）
〈プログラム〉バッハ:主よ人の望みの喜びよ／パラディス:シチリアーノ ほか

（木）

〜リリア・プロムナード・コンサート〜

音楽ホール
1／28
（木）
15:00
19:00

平成二十二年

8 金
13 水
20 水
24 日
2
2火

戸田自場
戸田自場
戸田自場
場外発売「G蠢第24回新鋭王座決定戦」
戸田自場

