※各公演とも未就学児の入場はご遠慮ください。

（2011年2／6（日）公演を除く。）
リリアチケットセンター（リリア1階）※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。）
※12／29貉〜1／3豺は、全館休館日となります。

蘂048-254-9900（10:00〜19:00）
※入場料金は税込です。
川口少年少女ミュージカル団20周年記念公演

「ピーターパン」

音楽ホール
12／4（土）
演出・芸術監督 : 松山雅彦
15:00
作曲・音楽制作・歌唱指導 : 松山由佳
18:30

振付・ダンス指導 : 大濱陽子・望月彩乃
全席指定 1,000円

2008年公演
2008
2008年公演より
年公演より

メインホール
2011年
2／6（日）
13:00
15:30

陽気で明るい、南の島ならではの楽しい舞台や歌、
ダンスも必見です!
2年ぶりの新作公演をお楽しみください!!
全席指定 1,500円（2歳以下で保護者の膝上観覧は無料です。）

野尻小矢佳
パーカッション・ステージ２０１０
with 絵画パフォーマンス

音楽ホール
12／8（水）
19:00

狡Benesse Corporation 1988-2010/しまじろう

宮本笑里 リサイタルツアー２０１１

音楽ホール
2011年
2／17（木） ピアノ : 浦壁信二 〈プログラム〉サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン ほか
19:00
全席指定 4,500円

全席自由 3,000円（当日3,500円）
高校生以下1,500円（前売のみ100人限定）

ソプラノ 堪山貴子 リサイタル

音楽ホール
12／12（日）〈プログラム〉ヴェルディ:歌劇「仮面舞踏会」より 私の最後の願い
14:00
クリスマスソング ほか

〈近藤岳・小島弥寧子・高橋博子プロデュース〉

オルガン・ガラコンサート

全席自由 3,000円
メインホール
12／14（火）
19:00

メインホール
12／16（木）
19:00

各回とも音楽ホール

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 2010
全席指定 S席6,500円 A席6,000円

2011年
2／26（土）
18:00

A PROJECT OF TAEKO ONUKI & RYUICHI SAKAMOTO
UTAU TOUR 2010

大貫妙子 & 坂本龍一

蠢 3台のオルガン
ポジティフオルガン・ハルモニウムとともに
〈プログラム〉J. S. バッハ:パッサカリア ハ短調BWV582 ほか

2011年
3／26（土）
15:00

全席指定 8,400円
（学生シート券4,500円についてはお問い合わせください。）

蠡 オルガンと打楽器
コラボレーション! セレブレーション!
パーカッション : 萱谷亮一、萱谷有里、西久保友広
〈プログラム〉ムソルグスキー:展覧会の絵より「キエフの大門」 ほか

リリア第九演奏会

リリア音楽ホール・ガラ

指揮:広上淳一 ソプラノ:緑川まり アルト:阪口直子

音楽ホール・15:00開演

メインホール
テノール:佐野成宏 バリトン:青山 貴
12／18（土）
管弦楽:東京交響楽団 合唱:川口第九を歌う会
15:00

2011年
ヴァイオリン : 矢部達哉・渡辺玲子
3／13（日） ギター : 村治佳織

川口シティオペラを考える会 第3回公演

オペラ! オペラ! オペラ!

音楽ホール
2011年
3／20（日）
演出 : 松山雅彦
14:00

メインホール 指揮:北原幸男 ソプラノ:澤畑恵美
2011年
メゾ・ソプラノ:林美智子 テノール:福井 敬
1／15（土）
管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団
15:00

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。詳しくは、
リリア・利用サービス係（蘂048-2582000）までお問い合わせください。
（ホームページにも掲載しています。）

INTERNATIONAL EXCHANGE

国 際 交 流
かい がい こく じん に ほん ご

川口市第2回外国人日本語スピーチコンテスト
とも

く

がい こく じん

に ほん ご

かた

川口市で共に暮らす外国人が日本語で語ります。
ひょうげん

き

ぜひ、出場者一人ひとりの表現を聞きにきてください。
にち じ

ねん がつ

にち

にち

かいじょう

日時：２０１１年１月１６日
（日）１３:００〜１７:００
（開場１２:３０）
ば しょ

かわ ぐち そう ごう ぶん か

もよお

ひろ ば

にゅうじょう む りょう

場所：川口総合文化センター・リリア 催し広場（入場無料）

しゅつじょうしゃ

し ない

す

はたら

まな

がい こく じん

出場者：市内に住んでいる、働いている、学んでいる外国人
しゅ さい

だい

かい がい こく じん に ほん ご

じっ こう い いん かい

かわ ぐち し

主催：第２回外国人日本語スピーチコンテスト実行委員会、川口市
と

あ

し みん

オペレッタ「天国と地獄」

指揮 : 高橋勇太 ユリディース : 鳥屋有紀子 ほか
指定席 4,000円 自由席 3,000円（当日券 各500円増）

〈プログラム〉ビゼー歌劇:「カルメン」より ハバネラ セギディーリャ
J. シュトラウスⅡ:喜歌劇「こうもり」より序曲
ヴェルディ:歌劇「椿姫」より 乾杯の歌 ほか
全席指定 S席 4,000円 A席 3,000円 B席 2,000円

しゅつじょうしゃ ひとり

サックス : 須川展也

〈プログラム 〉モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第28番ホ短調
K304 ほか

２０１１ニューイヤーコンサート・スペシャル

かわ ぐち し

全席指定4,000円

蠱 スペシャル・ガラ

〈プログラム〉シューベルト:「ロザムンデ」序曲D. 797
ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調「合唱付」op.125
全席指定 S席 5,000円 A席 4,000円 B席 3,000円

かわ ぐち し だい

全席指定2,000円（2回セット券3,000円）

こく さい か たん とう

問い合わせ：かわぐち市民パートナーステーション国際化担当
蘂048-227-7633 薨048-226-7718

Invitation to The 2nd Japanese Speech Contest
of Kawaguchi City.
Foreign citizens living with us in Kawaguchi City will talk with you
in Japanese.
Come and listen to each of their opinions or original experiences
about Japan!
Date : Jan. 16th 2011 13:00 〜 17:00（Door opens at 12:30）
Place : Event Square, Kawaguchi Cultural Center LILIA
（Admission free）
Contestant : Foreign residents living, working or studying in
Kawaguchi City
Host : The 2nd Japanese Speech Contest Executive Committee
Kawaguchi City
Inquiry : Kawaguchi Citizen Partnership Station
International Affairs Office
TEL 048-227-7633 FAX 048-226-7718

川口オート １２月開催日程

ボートレース戸田 １２月開催日程

飯塚場外
日 川口自場
金 浜松場外｢ＧⅡジェネレーションズカップ｣
月 飯塚場外
日 山陽場外｢Ｇ
Ⅰスピード王決定戦｣
祝 浜松場外
金 川口自場｢スーパースターフェスタ２
０１０｣
問い合わせ…川口オートレース場 蘂048−251−4376 薨048−257−0200
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金

8

水

戸田自場「ボートピア岡部カップ開設9周年記念」

9

木

14

火

場外発売「GⅠ第５６回関東地区選手権」

18

土

23

祝

場外発売「SG第２５回賞金王決定戦」

26

日

31

金

戸田自場

11

29 月
2 木
6 月
11 土
15 水
21 火
27 月

1
5
10
13
19
23
31

水

23 広報かわぐち 2010.12

問い合わせ…ボートレース戸田

蘂048−441−7711

