
〈オルガンとお話〉井上 圭子 〈ポジティフオルガン〉佐伯 恵美 
パイプオルガンは笛の集合体。どのように音が鳴るのか、その仕組みを模型などを使って解説します。ポジテ
ィフオルガン（持ち運び可能な小型オルガン）も登場。実際に楽器に触れていただく時間もご用意します。 
〈プログラム〉アイルランド民謡:ロンドンデリーの歌、バッハ:フーガ ト短調 BWV578／フーガ ト長調 BWV577、スウェー
リンク:大公の舞踏会（ポジティフオルガン）、モーツァルト:小さな（自動）オルガンのためのアンダンテ（ポジティフオルガン）、
メンデルスゾーン:前奏曲とフーガハ短調、ソレール:2台のオルガンのためのコンチェルトト短調（2台のオルガン）ほか 
入場無料 （各回先着600人・15:00の回は4歳以上、19:00の回は小学生以上の入場可） 

音楽ホール 
3／26 
（木） 
15:00 
19:00

【井上 圭子プロデュース】 

笛は歌う 
〈パイプオルガン・ワークショップ〉 

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
「オフ・ザ・ウォール」ピンク・フロイド・スピリット 

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お話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 
全席自由　大人（高校生以上）2,000円  中学生以下1,000円  親子券2,500円 

角 聖子「心の絆」チャリティーコンサート 

～女はみなこうしたもの～（原語上演・字幕付き） 

ミュージカルライブ オンステージ ジャパンツアー２００９ 

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 

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 
※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歳以下のお子さんは保護者の膝の上
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。皆さんの各公演への
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。 

坂本龍一  ピアノツアー 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: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“私を泣かせて下さい” ほか 
全席指定  4,000円 

森 麻季  ソプラノ・リサイタル 

1985年のショパン国際ピアノ・コンクール入賞以来、着実にキャリアを築き、2006年NHKピ
アノ・スーパーレッスン ショパン編（NHK教育テレビ）に講師として出演し大きな反響を巻き起
こしたピアノの詩人、ルイサダによる満を持してのリサイタルです。 
〈プログラム〉ショパン:3つのノクターン op.9 第1番変ロ短調、第2番変ホ長調、
第3番ロ長調／ショパン:2つのノクターン op.27 第1番嬰ハ短調、第2番変ニ長
調／ショパン:ノクターン op.48 第1番ハ短調／ショパン:2つのノクターン op. 
62 第1番ロ長調、第2番ホ長調 
バッハ:フランス組曲第5番ト長調BWV.816 
シューマン:子供の情景 op.15  
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調「熱情」 op.57 
全席指定  5,000円  前売2／8（日）～ 

ジャン＝マルク・ルイサダ ピアノ・リサイタル 

メインホール 
6／10 
（水） 
19:00

音楽ホール 
6／11 
（木） 
19:00

大ヒット映画「ブルース・ブラザース」のミュージカル・ライブが日本上陸! 日本列
島が大爆笑の渦に巻き込まれる?!  全身黒ずくめのスーパー・クール・コンビ、ジ
ェイク&エルウッドが日本の舞台で大暴れ! 
誰も二人を止められない!! 
二人は孤児院を救うためR&Bバンドを復活させることを決意。しかしメンバー
を探し始めた矢先、二人は警察に追われることに…。彼らを追う謎の女の出現な
ど破天荒なストーリーを描くミュージカル・ライブ・ショー。誰もが聞いたことの
ある名曲のオンパレード! 
全席指定  S席 7,800円  A席 7,000円  前売2／15（日）～ 

THE  BLUES  BROTHERS

メインホール 
5／7 
（木） 
14:00 
18:00

全席指定  S席 7,000円  A席 6,000円 

宝塚歌劇 花組公演 

全席自由 
500円 

〈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～ 

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 

〈出演者〉加古　隆、小松亮太、ゴンチチ、羽毛田丈史、 
古澤　巌、松谷　卓、宮本笑里 ほか 

全席指定  7,800円（当日券は500円増し）  前売2／28（土）～ 

メインホール 
4／29 
（祝） 
16:00

live  image  8  emotional  &  relaxing
huit

 
※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.　2

国際交流ボランティア登録 
こく さい こう りゅう とう ろく 

　国際化担当では、来年度の事業に向け、次の各種国際交流ボランティ
アの登録受け付けを行います。 
蘆ホストファミリーボランティア 

教育交流などで本市に滞在する外国人青年や日本語国際センターで
学ぶ外国人日本語教師を受け入れるホストファミリーボランティアです。 
蘆通訳・翻訳ボランティア 

外国語を日本語に、または日本語を外国語に翻訳・通訳するボランティ
アです。 
蘆国際理解ボランティア 

小中学校の「総合的な学習の時間」や公民館などで、国際理解のた
めの講座や講演に協力いただくボランティアです。日本語を話せる外
国人のかた、または海外経験の豊富な日本人のかたが対象です。 

こく 

異文化理解サロン 
　外国の文化や生活習慣を知っていただき、お互いの国に対する
理解を深める機会となるよう、「異文化理解サロン」を開催します。 
 
 
 
 
※2回を通して参加できるかたを募集します。 
場所…キュポ・ラ本館棟M4階かわぐち市民パートナーステーション

会議室1 
定員…30人（18歳以上の市内に在住・在勤・在学のかた） 
参加費…無料 
申込期間…2月5日（木）から28日（土）まで（先着順） 
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〒332-0015  川口1-1-1  キュポ・ラM4階 

蘂227-7607　Eメール:kawa-cir@city.kawaguchi.lg.jp
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申し込み・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 
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フィリピンの生活、文化など 3月11日（水）　13:30～15:302
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１/３１（土）～ 5 （木） 

 9 （月）～14（土） 

18（水）～22（日） 

21（土）～24（火） 

25（水）～３/１（日） 

１/３１（土）～ 3 （火） 

 7 （土）～10（火） 

11（祝）～15（日） 

21（土）～24（火） 

25（水）～３/１（日） 

戸田自場 

戸田自場（G蠢関東地区選手権） 

戸田自場 

G蠢大村場外 

戸田自場 

川口自場 

川口自場 

船橋場外（SG全日本選抜オートレース） 

川口自場 

飯塚場外（G蠢開設記念レース） 

戸田競艇 2月開催日程 川口オート 2月開催日程 

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。 
2月16日（月）は保守点検のため全館休館となります。 

1コイン・コンサート ～普段着で気軽に楽しむ60分。～ 
ワン 

平成二十一年 平成二十一年 


