
臼田道成 & Argonautas 
～ボサノヴァの夕べ～ 

楽聖たちから愛された２７０年の歴史を誇る名門 

全4幕・仏語上演（字幕スーパー・解説書付） 

〈プログラム〉クライスラー:愛の喜び ほか 〈プログラム〉リスト:スペイン狂詩曲 ほか 

音楽ホ－ル 
8／23（火） 
15：00 
19：00

音楽ホール 
8／28（日） 
17:00

音楽ホール 
9／3（土） 
17:00

大谷康子（ヴァイオリン）& 藤井一興（ピアノ） 
３００歳の愛器ピエトロ・グァルネリで奏でる 

ツィゴイネルワイゼン 

金子三勇士（ピアノ） 

Miyuji plays Liszt

第2回　9／16（金） 第3回　10／6（木） 

カルメン:インガ・カラペティヤンツ　ドン・ホセ:ヴァレリィ・セルキン
モーツアルティアーデ管弦楽団　バーデン市劇場合唱団 
全席指定  S席 9,000円  A席 7,000円  B席 5,000円　 
シルバー（65歳以上）:各席種1,000円引き　学生:各席種半額 

全席指定  5,000円（当日5,500円） 

パイプオルガン無料演奏会 

さだまさしコンサートツアー２０１１ ～Sada City～ 

リリア・プロムナード・コンサート 

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 
10／27（木） 
19:00

とっておきのセッション夜会　第Ⅲ章 
～一夜限りの極上のひととき～ 

coba（アコーディオン）　ゲスト：吉田兄弟（津軽三味線）　Fried Pride（ヴォーカル&ギター） 
全席指定  S席 4,500円  A席 4,000円 

メインホール 
11／27（日） 
15:00

国立モスクワ合唱団 
ロシアを代表する世界最高峰の合唱団 

〈ロシア民謡プログラム〉月は輝いている／ああ、私の庭よ／
かっこう／カリンカ／トロイカ／ステンカ・ラ－ジン ほか 
全席指定  S席 5,000円  A席 4,000円  B席 3,000円 

シルバー（65歳以上）:各席種1,000円引き　学生:各席種半額 

ブラスフェスタ2011

川口市内小学校金管バンドによる合同 
演奏会　入場無料（3歳以下入場不可） 

世界に翔く！ 三ツ橋敬子（指揮） 萩原麻未（ピアノ） 夢の共演 

芸術監督・指揮:ウラディーミル・ミーニン 

～えがおでシュワッチ！～ 

「ウィーン～川口 音楽の架け橋」 

東京交響楽団特別演奏会 
〈プログラム〉シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ほか 
全席指定  SS席 7,000円  S席 6,500円  A席 5,000円  B席 4,000円 

メインホール 
11／25（金） 
14:00 
18:00

「Dance Romanesque」作・演出/中村暁 
〔出演〕霧矢大夢　蒼乃夕妃 ほか 
全席指定  S席 7,000円  A席 6,000円　※3歳以下入場不可 

バーデン市劇場 オペラ「カルメン」 

TRADROCK“Acoustic”by Char

メインホール 
9／10（土） 
16:00

音楽ホ－ル 
9／13（火） 
19：00

第2夜　9／16（金）19:00 第3夜　10／21（金）19:00

リリア“歌の花束”テーマ「いにしえから現代へ」 
構成・お話 : 國土 潤一　各回催し広場 全席自由　一般2,000円　学生1,000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～ 

かわぐち音楽の日2011

平成二十三年 平成二十三年 

リリア・アフタヌーンコンサート 
各回14:00　全席指定1,000円 

～リリア音楽ホールで 
　過ごす午後のひととき～ 

高本 一郎 
（カウンターテナー） 

羽賀 美歩 （ピアノ） 
彌勒 忠史 

（リュート&アーリーギター） 

野々下 由香里 （ソプラノ） 

音楽ホール 
8／24（水） 
19：00

メインホ－ル 
8／23（火） 
18：00

全席指定4,000円 

フィガロ：増原英也　ロジーナ：佐藤篤子　アルマヴィーヴァ伯爵：大川信之　全席自由6,000円 

Lunanova第1回公演 
G. ロッシーニ作曲「セヴィリアの理髪師」 

礒絵里子 ヴァイオリン・リサイタル 
ピアノ：浦壁信二 

全席自由500円 

ラ・ジターナ～情熱の舞～ 

〈プログラム〉 
E. ディ・カプア： 
オ・ソレ・ミオ ほか 

〈プログラム〉 
フォーレ： 
夢のあとに ほか 

全2幕 
イタリア語上演 
字幕スーパー付 

ピアノ:ヴァレンティーナ・イゴーシナ　〈プログラム〉ドヴォルザーク:交響曲第8番 ほか  
全席指定  S席 6,000円  A席 5,000円  B席 3,000円 

浮ヶ谷孝夫指揮日本フィルハーモニー交響楽団特別演奏会 メインホール 
10／12（水） 
19:00

メインホ－ル 
10／10（祝） 
18：00

松 竹 大 歌 舞 伎 

クレイジーケンバンド NAKAYOSHI ２０１１ 

メインホール 
9／24（土） 
15：00

メインホール 
10／2（日） 
14：00 ゲスト：モト冬樹　〈プログラム〉ポイポイ／今日にありがとう／あなたへ／あなたが ほか 全席指定3,000円 

秦  万里子 コンサート with 川口コーラス隊 リバーマウス 
NHK総合テレビ「歌うコンシェルジュ」に出演中！ 

川口市・鳩ヶ谷市合併記念コンサート 

一、雨 の 五 郎　長唄囃子連中 
二、義経千本桜　二幕　　下市村茶店の場 

同　釣瓶鮓屋の場 
◎主な出演者　片　岡　仁左衛門、片　岡　秀 太 郎 

片　岡　孝 太 郎、片　岡　愛 之 助 
坂　東　竹 三 郎、坂　東　薪　　車 
市　川　高 麗 蔵、坂　東　彌 十 郎 

全席指定  S席 6,000円  A席 5,000円  B席 3,000円　シルバー（65歳以上）:各席種1,000円引き 

INTERNATIONAL EXCHANGE国 際 交 流  
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 ※10／10と12／3の公演を除き、未就学児の入場はご遠慮
ください。 
※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。） 

リリア・チケットセンター（リリア1階） 

蘂048-254-9900 （10:00～19:00） 
※入場料金は税込です。 

2010年ショパン国際ピアノコンクールの優勝者 

マルタ・アルゲリッチ以来、45年ぶりの女性ピアニストの優勝者として注
目を浴びた。 
〈プログラム〉ショパン:舟歌 嬰ヘ長調op.60／ラヴェル:ソナチネ／リスト:
ハンガリー狂詩曲第17番ニ短調／ワーグナー（リスト編）:オペラ「タンホ
イザー」序曲 ほか　全席指定6,000円 

ユリアンナ・アヴデーエワ ピアノ・リサイタル 
音楽ホール 
11／7（月） 
19:00

火 2
水 10金 5
木 18日 14
日 28火 23

火 30 日 

戸田自場「スポーツ報知サマーカップ」 
戸田自場「ＳＧ東日本復興支援競走」 
戸田自場「第３４回戸田ボート大賞サンケイスポーツ杯」 
場外発売「ＳＧ第５７回モーターボート記念」 
戸田自場「アクアマリンカップ」 

まで 

問い合わせ…ボートレース戸田　蘂048－441－7711

ボートレース戸田 8月開催日程 

音楽ホ－ル 
10／26（水） 
19：00

野尻小矢佳リサイタル２０１１ 木琴のぬくもり～温故知新～ 
〈プログラム〉エリーゼのために／G線上のアリア／さくら ほか 
全席自由  一般3,000円  学生1,000円（当日各500円増） 

日時…9／15（木）・ 22（木）19:00～21:30、10／1（土） ・ 2（日）13:00～17:00   
場所…催し広場　受講料…一般3,000円　学生（中学生以上）2,000円　講師…吉田貴秀 
募集人数…25人（先着順）　申し込み・問い合わせ…リリア・事業課 蘂048-258-2000

リリア“演劇体験”ワークショップ参加者募集!

外国人児童・生徒の日本語指導者研修会 
外国人児童・生徒向け日本語指導の事例を参考に、日本語指導のこつ
を学んでみませんか。 

対　象：小・中学校教員および外国人児童・生徒に日本語を教えているボランティア 
日本語指導に興味のあるかた（市内在住・在勤・在学）　 

日　時：8月18日（木）10:00～12:30 
場　所：かわぐち市民パートナーステーション　会議室 
受講料：無料 
定　員：70人 
講　師：山尾三枝子氏（埼玉日本語ネットワーク副代表）、 秋山博子氏（日本語指導員） 

申込期間：いずれも8月5日（金）9:30から電話、ＦＡＸ、Eメールで先着順に受け付けます。 
申し込み：かわぐち市民パートナーステーション 国際化担当 
蘂048-227-7607   薨048-226-7718　E-mail：070.11020@city.kawaguchi.lg.jp

日本語ボランティア入門講座　第2回目 
　国際交流の第1歩は、お互いに言葉を交わすことから始まります。 
　楽しく豊かに生きていくために、ボランティアとして日本語を教えてみませんか。 

対　象：市内在住・在勤・在学で外国人に日本語を教えることに意欲のあるかた 
（参加者には、市内の日本語教室のボランティアとして活動していただきます。） 

日　時：9月10日・17日・24日・10月1日　毎週土曜日16:00～18:00 
場　所：芝公民館　講座室 
受講料：無料 
定　員：20人 
講　師：（財団法人）ラボ国際交流センター ラボ日本語教育研修所専任講師 
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メインホール 
11／29（火） 
19:00

倉田真里 PIANO CONCERT ２０１１ WINTER
〈プログラム〉ベートーヴェン：ピアノソナタ第31番 作品110 ほか 
全席自由  3,000円　前売8／6（土）～ 

音楽ホ－ル 
11／30（水） 
19：00

ウルトラマンファミリーコンサート 
歴代のウルトラ出演者とアニソン界の大御所がリリアに集結！ 
出演:ささきいさお 宮野真守 ボイジャー ほか 
全席指定  S席3,000円 A席2,500円（当日各500円増）   
※2歳以下で保護者膝上観覧無料  前売8／27（土）～ 

メインホ－ル 
12／3（土） 
12：30 
16：30

メインホ－ル 
12／11（日） 
14：00

11／6（日）13：00～15：00   
メインホール 

ストリートライブ in リリア 

ストリートミュージシャンによるライ
ブステージ 

11／6（日）15：00～19：00 
催し広場（リリア1F） 

うたごえカフェ盛人inリリア 

懐かしの歌声喫茶をリリアで開催 

11／6（日）12：00～16：00 
ネルソンス広場（リリア2Fアトリウム） 

音楽のびっくり箱 

音楽とアート展示とワークショップ 

11／6（日）11：00～15：00 
並木元町公園（アトリア周辺） 

わたしのクラシック・ミニステージ 
入場無料（先着600人、未就学児の入場不可） 
〈コンサート出演者募集！〉 ピアノ・ヴァイオリン・声楽等クラシック音楽の
演奏者を募集します。（PAを使用しないもの） 詳しくはリリアホームペー
ジをご覧ください。　問い合わせ…リリア・事業課蘂048-258-2000

11／6（日）14：00～18：00  音楽ホール 

宝塚歌劇月組公演「我が愛は山の彼方に」脚本・演出/植田紳爾 

演奏：クシシュトフ・ルカス　監修：井上圭子　〈プログラム〉J. S. バッハ：前奏曲とフーガ ハ短調 ほか 

全席指定7,350円 

全席指定  6,300円（年齢制限なし、人数分のチケット必要）前売8／21（日）～ 

リリアでは、ホールをご利用の個人・地域団体が実施する文化活動に対して「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。（リリアのホームページにも掲載しています。） 

～グローリー・ゴスペル・シンガーズ from NEW YORK ～ 
クリスマス☆ゴスペル ２０１１ 

全席指定  6,500円　前売8／6（土）～ 

狡円谷円谷プロ 狡円谷プロ 

ビゼー作曲 

水 17土 13
火 23土 20
月 29金 26

飯塚場外  

川口自場 

川口自場 

川口オート 8月開催日程  

問い合わせ…川口オートレース場  蘂048－251－4376  薨048－257－0200
第31期生新人選手がデビューしました 


