リアではインターネット情報サービスを行っています。
リリア・チケットセンター（リリア1階） ※リhttp://www.lilia.or.jp

蘂048-254-9900
渡辺克也

オーボエ・リサイタル ピアノ：古澤幹子
音楽ホール
2／8（金） 〈プログラム〉ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女
19：00
モンティ：チャルダッシュ

ほか

リリア 歌の花束

全席指定

3,000円

テーマ : 匠の業を聴く
構成・お話 : 國土 潤一（音楽評論家）

催し広場
2／15（金） 第3夜 昭和から平成、時代の流行歌を聴く
19：00
テノール : 豊島正伸 ピアノ : 金森 大
〈プログラム〉長崎の鐘／希望 ほか

全席自由

一般2,000円

クローバー・サクソフォン・クヮルテット いま の響き
音楽ホール
2／17（日） 東京芸術大学に学び次世代を担うサクソフォン四重奏団
14：00
〈プログラム〉Ｅ.モリコーネ：ニュー・シネマ・パラダイス ほか
全席自由 500円

井上圭子の世界オルガン夢紀行

〈第7回〉ドイツ・続編
音楽ホール
2／22（金）
〜オルガンとともに世界旅行へ〜
15：00
〈プログラム〉ベーム：天にまします我らの父よ ほか
19：00
入場無料（各回先着600人、未就学児の入場不可）

メインホール
2／23（土）
15：00

メインホール
3／8（金）
18：30

河村 尚子

Vol.1

宮田

Vol.2

リリア・プロムナード・コンサート

MY FAVORITE BACH
音楽ホール
3／28（木）
19：15

3人のオルガニスト〜バッハへのオマージュ
出演：小島弥寧子、高橋博子、近藤 岳
〈プログラム〉J.S.バッハ：トリオ・ソナタ第5番BWV529／
幻想曲ハ短調BWV562 ほか 全席自由 2,000円

ハンガリー国立歌劇場
メインホール
6／16（日）
15:00

ヴェルディ「椿姫」全3幕

前売2／23（土）〜

リリア・アフタヌーンコンサート

吉田恭子 ヴァイオリン・リサイタル ピアノ：鈴木慎崇

音楽ホール
〜名器グァルネリ・デル・ジェスで聴くスプリングソナタ〜
5／31（金）
14：00
〈プログラム〉ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」／

クライスラー：愛の歓び／サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ほか
全席指定 1,000円

国 際 交 流
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』があります。
現在は１７の団体で構成され、隔月
（奇数月）で定例会を開き、相互に
情報交換を行うなど、在住外国人の支援や多文化共生の促進を目的と
して活動しています。
【構成団体それぞれの主な活動内容】
・荒川の自然を楽しむ体験・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・日本語研修所
・高校進学の勉強・初めての日本語講座や講演会の開催
など、さまざまな活動をしています。

全席指定 S席14,000円 A席11,000円
B席 9,000円 C席 7,000円 D席 完売

ハンガリー国立歌劇場＆プラハ国立歌劇場
2公演セット券のご案内

3 跣まで
4 跼蜷 7 跿
9 踞 蜷 13 踉
20踉 蜷 24 跣
26踈 蜷 3 1 踝

浜松場外 「Ｇ蠡ウィナーズカップ」
川口自場
船橋場外 「ＳＧ全日本選抜」
川口自場 「Ｇ蠢開設記念」
飯塚場外

セット券の料金

S席 24,000円

きめ細かな演出、豪華な装飾、衣装など水準の高い公演を行うオペラハウス！

10/11（金）18：30 メインホール

原語上演・字幕付

全席指定 S席14,000円 A席11,000円 B席 9,000円
C席 7,000円 D席 4,000円 ※前売4/13（土）〜
古都プラハの名門

熱望に応えブーニンと再び協演！

スタニスラフ・ブーニン（ピアノ）
＆ プラハ放送交響楽団

メインホール
6／29（土）
指揮：オンドレイ・レナルト
15:00 〈プログラム〉スメタナ：交響詩「わが祖国」よりモルダウ

全席指定

ショパン：ピアノ協奏曲第2番ヘ短調op.21
ドヴォルザーク：交響曲第9番ホ短調「新世界より」
S席10,000円 A席 8,000円 B席 6,000円 C席
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完売

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
【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 ・出会いの学校
・戸塚公民館日本語教室 ・南平日本語クラブ
・神根ふれあい日本語広場 ・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 ・上青木日本語教室
・芝北日本語クラブ ・新郷日本語教室
（順不同）
このほかにも、日本語教室などを行う団体もあります。
薨048 -226 -7718

Eメール 070.11010@city.kawaguchi.lg.jp

ボートレース戸田 2月開催日程
3 跣まで 場外発売「GI第58回関東地区選手権」
6 踉 蜷 11 跫 戸田自場「オール女子戦・第44回報知新聞社杯」
14跿 蜷 19 踈 戸田自場「GI戸田グランプリ開設56周年記念」
23踞 蜷 26 踈 戸田自場「競艇マクール杯」

※SR南鳩ヶ谷駅・JR西川口駅から無料シャトルバス運行中

問い合わせ…川口オートレース場 蘂048-251-4376 薨048-257-0200

A席 19,000円

プラハ国立歌劇場モーツァルト「魔笛」全2幕

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 蘂048 - 227-7607

川口オート 2月開催日程

原語上演・字幕付

指揮：ヤーノシュ・コヴァーチュ
ハンガリー国立歌劇場管弦楽団／合唱団／バレエ団
ヴィオレッタ役には世界の著名歌劇場に出演し、国際
的に認められているエリカ・ミクローシャが出演します。

live image 13 treize

7,800円（当日500円増）

ヴァイオリン・リサイタル

ハプスブルク帝国の二大劇場としてウィーン国立歌劇場と並
び称された歌劇場。総勢180人による大型引越し公演!

メインホール
4／27（土） 出演：小松亮太、ゴンチチ、高嶋ちさ子、NAOTO、羽毛田丈史、
16：00
葉加瀬太郎、→Pia-no-jaC←、宮本笑里 ほか

全席指定

ピアノ：未定

プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番 ほか 全席指定 4,000円

司会進行・歌：郡 愛子
歌：中川晃教 ピアノ：松本康子
2004年のミュージカル《キャンディード》の共演から10年目に
してついに実現した、人生をうたいあげるふたりのステージ！
〈プログラム〉バラ色の人生 ほか 全席指定 3,500円

〜パイプオルガン無料演奏会〜
音楽ホール
3／15（金） 演奏：リチャード・ピリナー 監修：井上圭子
15：00
〈プログラム〉J.アラン：幻想曲第2番 ほか
19：00
入場無料（各回先着600人、未就学児の入場不可）

チェロ・リサイタル

神尾 真由子

Vol.3

ハハとアキボンのワンダフル・コンサート
音楽ホール
3／9（土）
15:00

3,000円

音楽ホール
10／18（金） ピアノ：ホーヴァル・ギムセ
〈プログラム〉ラフマニノフ：ヴォカリーズ／
19:00

CRAZY KEN BAND TOUR 2012─2013 ITALIAN GARDEN
※年齢制限なし。入場者分のチケットが必要。

大

全席指定

音楽ホール
7／10（水） 〈プログラム〉フォーレ：エレジー／ポッパー：ハンガリー狂詩曲／
ブラームス：チェロ・ソナタ第2番 ほか 全席指定 3,000円
19:00

全席指定 3,000円 シルバー（65歳以上）2,500円

6,300円

8,000円

ピアノ・リサイタル

ショパン：バラード1〜4番

三遊亭円楽・林家たい平 二人会

全席指定

3公演セット券

翌年クララ・ハス
音楽ホール 2006年難関ミュンヘン国際コンクール第2位、
今や世界が注目する存在。
5／14（火） キル国際コンクールで優勝を飾り、
19:00
「楽興の時」no.1-3、さすらい人幻想曲／
〈プログラム〉シューベルト：

リリア寄席

クレイジーケンバンド

〜いま、注目の演奏家たち〜

クラシックNOW

学生1,000円

リリア・ワンコイン・コンサート

（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）
※一部公演を除き、
未就学児の入場はご遠慮ください。
※入場料金は税込です。 ※2／18（月）は全館休館日です。

問い合わせ…ボートレース戸田 蘂048-441-7711

