
 リリアチケットセンター（リリア1階） 
蘂254-9900（10:00～19:00 火曜定休） 

※入場料金は税込です。 

※各公演とも未就学児童の入場はご遠慮ください。 
　（一部除く。） 
※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。） 

国 際 交 流  INTERNATIONAL EXCHANGE

広報かわぐち2009.　1

メインホール 
3／14 
（土） 
18:30 ヨーロッパ各国のピンク・フロイド・ファンを熱狂させたステ

ージがついに日本上陸! ピンク・フロイドの魂が光と映像とサ
ウンドで甦る。UK、ドイツ、そしてロシア各国でソールド・アウ
ト続出のステージを見逃すな! 
全席指定  8,800円 

「OFF THE WALL」PINK FLOYD SPIRIT
リチャード・ライト追悼公演 

「オフ・ザ・ウォール」ピンク・フロイド・スピリット 

メインホール 
1／25 
（日） 
15:00

音楽ホール 
1／27 
（火） 
15:00 
19:00

〈指揮〉飯森 範親  
〈ピアノ〉仲道 郁代 〈管弦楽〉新日本フィルハーモニー交響楽団 
昨年デビュー20周年を迎え、ますます多くのファンを魅了している仲道
郁代によるチャイコフスキーのピアノ協奏曲、ラヴェルの華麗なオーケス
トレーションによるムソルグスキーの「展覧会の絵」。飯森範親指揮の新
日本フィルハーモニー交響楽団の演奏で新春にふさわしい名曲の数々を
お楽しみください。来年も年の始めはニューイヤーコンサートへどうぞ! 
〈プログラム〉グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調Op.23 
ムソルグスキー（ラヴェル編曲）:組曲「展覧会の絵」 

全席指定  S席4,000円 A席3,000円  B席1,500円 

２００９ ニューイヤーコンサート 
～名曲で綴る新春の贈りもの～ 

音楽ホール 
3／18 
（水） 
19:00

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〉。2回目となる今回はショパンのポロネーズのなかでも傑作として名高い
3曲とショパンのピアニズムの集大成ともいえる「24の前奏曲」が演奏されます。 
〈プログラム〉ノクターン第17番ロ長調作品62-1、ノクターン第18番ホ長調作品
62-2、ポロネーズ第5番嬰ヘ短調作品44、ポロネーズ第6番変イ長調作品53「英
雄」、ポロネーズ第7番変イ長調「幻想ポロネーズ」作品61、24の前奏曲作品28 
全席指定  4,000円 

小山 実稚恵  ショパン・リサイタル・シリーズ蠡 

音楽ホール 
4／6 
（月） 
15:00

〈ピアノ〉角 聖子　〈お話〉新井淑則  
毎日新聞連載の「君たちの声を光に」の中で盲導犬と教壇に立つ新井淑則先
生。この記事にピアニストの角聖子が心を動かされました。今最も大切ではと
考える「心の教育」を先生が実践していると感じたからです。その思いを存分
に奏でる演奏と新井先生の講演によるコンサートです。 
〈プログラム〉シューマン:子供の情景 より／ショパン:ノクターンop.9-2 ほか 
大人（高校生以上）2,000円  中学生以下1,000円  親子券2,500円 
前売1／18（日）～ 

角 聖子「心の絆」チャリティーコンサート 

～リリア・プロムナード・コンサート～ 

〈監修 : 井上圭子〉　演奏 : イェンス・コルンドルファー 
〔プログラム〕ギルマン:オルガン・ソナタ第1番ニ短調／J. S. バッハ:いざ来ませ異邦
人の救い主BWV659／デュプレ:ノエルによる変奏曲 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。） 

パイプオルガン無料演奏会 

～女とはみなこうしたもの～（原語上演・字幕付き） 

風に誘われて～音の旅路 

音楽ホール 
4／10 
（金） 
18:30

〈音楽監督・指揮・チェンバロ〉田島 亘祥  〈演出〉今井 伸昭  〈ピアノ〉八木 智子 
フィオルディリージ:梅津香織／ドラベッラ:高柳佳代／フェッランド:大川信之 
グリエルモ:押川浩士／アルフォンソ:須山智文／デスピーナ:佐藤りな／合唱:エルベッテ09 
前回の「ドン・ジョバンニ」では絶妙なアンサンブル、若くエネルギー溢れ
るステージで大好評を博したオペラ集団エルベッテ。人間の欲望と理性
の対立という永遠のテーマをダ・ポンテの台本とモーツァルトの音楽によ
る傑作オペラ「コジ ファントゥッテ」でお楽しみください。 
全席自由  4,000円  前売1／11（日）～ 

エルベッテ第3回公演 モーツァルト 歌劇「コジ ファン トゥッテ」 

メインホール 
4／24 
（金） 
19:00

全席指定  8,400円  学生シート5,000円  前売1／25（日）～ 
※学生チケットについては、問い合わせください。 
※3歳以上はチケットが必要です。また、2歳以下のお子様は保護者の膝の上での観覧は
可能です。 

・チケット代には、国民1人当たりが1日に排出するCO2約6kgのうち、1kg分をカーボン
オフセットする費用が含まれています。（＊カーボンオフセットは、環境保護団体more 
treesが進める森づくりによって実行されます。http://www.more-trees.org/） 

・可能な限りカーボンフリーなツアーの実施を目指します。皆さまの各公演へのご来場に
関しても、出来る限り、公共交通機関をご利用いただくなど、ご協力くださいますようお願
いいたします。 

Ryuichi Sakamoto Playing The Piano ２００９ 

音楽ホール 
5／8 
（金） 
19:00

〈ピアノ〉山岸 茂人  
コロラトゥーラのたぐいまれなる技術、透明感のある美声と深い音楽性で引っ張り
だこの人気を誇る森麻季。幅広いレパートリーの中から今回はハイドンとヘンデ
ルにスポットをあてた注目のリサイタルです。 
〈プログラム〉成田為三（林古渓作詞）:浜辺の歌／越谷達之助（石川啄木作詞）:
初恋／山田耕筰（北原白秋作詞）:からたちの花 
《ハイドン没後200年／ヘンデル没後250年記念名曲ハイライト》ハイドン:オラ
トリオ「天地創造」より アリア“今や野はさわやかな緑を”／ヘンデル:オペラ「リ
ナルド」より アリア“涙の流れるままに” ほか 
全席指定  4,000円  前売1／18（日）～ 

森 麻季  ソプラノ・リサイタル 

音楽ホール 
4／27 
（月） 
19:00

〈ピアノ〉山田 武彦  
私が留学していた地、ベルギー出身の作曲家フランク。彼を軸に彼が花開いた地、フラン
スのラヴェル、南へ下ってイタリアのヴィターリ、そして何処へ…?　ヨーロッパの風に誘わ
れて、音の旅路をご一緒しませんか。 
〈プログラム〉ヴィターリ:シャコンヌ／ラヴェル:ツィガーヌ／フランク:ヴァイオリン・ソナタ
イ長調 ほか 
全席指定  4,000円  前売1／24（土）～ 

礒 絵里子  ヴァイオリン・リサイタル 

メインホール 
5／7 
（木） 
14:00 
18:00

S席 7,000円  A席 6,500円  前売1／30（金）～ 

宝塚歌劇 花組公演 

1コイン・コンサート ～普段着で気軽に楽しむ60分。～ 
ワン 

全席自由 
500円 

〈ピアノ〉河崎 恵 
〈プログラム〉ゴンドラの唄、カルメンより「ハバネラ」、マスカーニのアヴェ・
マリア ほか 

音楽ホール 
1／29 
（木） 
19:00

伴 真純　ソプラノandピアノ 
～魅惑のポピュラークラシック～ 

〈プログラム〉スーザ:行進曲「ワシントン・ポスト」／シエナブ
ラスの金管楽器講座／サザンオールスターズ:メドレー／バ
ーンスタイン:ウエストサイドストーリーより ほか 

音楽ホール 
2／10 
（火） 
19:00

シエナブラス5
～星条旗よ永遠なれ シエナブラス5の金管楽器講座～ 

平成二十一年 平成二十一年 

川口国際交流新年の集い2009 
世界の料理と民族舞踊を楽しみながら、国籍や民族をこえ、
新年を祝う「川口国際交流新年の集い2009」を開催します。 
みなさんの参加をお待ちしています。 

1月18日（日）　11:00～15:30 
リリア・展示ホール 
無料 
各国の民族舞踊と模擬店による料理の販売・着
付け体験コーナーなど 
NPO法人川口国際交流クラブ（峰久） 
蘂048-758-1086 
かわぐち市民パートナーステーション 
国際化担当　蘂227-7607

日　　時 :  

場　　所 :  

参 加 費 :  

内　　容 :  

 

問い合わせ : 
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Kawaguchi International New Year's Party 2009 
Come and experience culture from all over the world 
through food, dance and song. Join us in celebrating the 
New Year and enjoy meeting new people in a festive 
standing-style party  atmosphere. There will be chances 
to try on Japanese Kimono, activities for the kids, live 
entertainment, international food stalls and much more!  
We look forward to  seeing you there! 
When : Sunday, January 18th, 2009 11:00 ～ 15:30 
Where : Tenji Hall, Lilia (Next to the West Exit of JR 
Kawaguchi Station) 
Admission : Free!! 
Inquiries : NPO Kawaguchi International Friendship 
Club, Mrs. Minehisa  Tel:048-758-1086 
Kawaguchi Citizen Partnership Station, International 
Affairs Office,  Tel:227-7607

１２/３０（火）～ 4 （日） 
 9 （金）～13（火） 
16（金）～19（月） 
20（火）～25（日） 
23（金）～27（火） 
31（土）～２/５（木） 

戸田自場 
戸田自場 
戸田自場 
G蠢琵琶湖場外 
戸田自場 
戸田自場 

ジョイマン&はんにゃ爆笑! ライブ!! 
日時…4日（日）10:10～　場所…イベントホール イベント 

 2 （金）～ 6 （火） 
 7 （水）～ 9 （金） 
10（土）～14（水） 
16（金）～20（火） 
24（土）～28（水） 
31（土）～2/3（火） 

浜松場外 
川口自場 
浜松場外（G蠢スピード王決定戦） 
船橋場外（G蠡さざんかカップ） 
川口自場（G蠢開設記念グランプリレース） 
川口自場 

戸田競艇 1月開催日程 川口オート 1月開催日程 

ミュージカル・ロマン「哀しみのコルドバ」 脚本:柴田 侑宏　 
演出:中村 暁 

グラン・ファンタジー「Red Hot Sea蠡」 作・演出:草野 旦 
〈出演〉真飛 聖 ほか 

問い合わせ…公営競技事務所 蘂251-4376 問い合わせ…戸田競艇 蘂048-441-7711


