※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。）
（10:00〜19:00）
※各公演とも未就学児の入場はご遠慮ください。
※入場料金は税込です。 （一部公演を除く。）

リリア・チケットセンター（リリア1階）

蘂048-254-9900

リリア・アフタヌーンコンサート

とっておきのセッション夜会
出演：coba（アコーディオン）

三浦一馬（バンドネオン）
上間綾乃（唄・三線） DEPAPEPE（ギター・デュオ）

全席指定

S席4,500円

A席4,000円

ルナノバ 第2回公演 ヴェルディ「リゴレット」

原語上演・字幕付
音楽ホール
9／14（金） リゴレット：増原英也 ジルダ：佐藤篤子 マントヴァ公爵：大川信之 ほか
18:30
全席自由 6,000円

音楽ホール
田邊峯光（コード・ハーモニカ）町田明夫（クロマチック・ハーモニカ）
10／17（水）
鶴田亘弘（バス・ハーモニカ）
14:00
圧倒的人気を誇った 伝説のハーモニカトリオ 遂に登場！
〈プログラム〉ラ・マカレーナ、
シェルブールの雨傘、黒い花びら ほか
全席指定1,000円

120 余年の伝統が世界を魅了する！
ギャウロフ、トモワ＝シントウなど、数々の世界的スター
歌手を輩出してきた名門歌劇場による引越公演！

リリア・ワンコイン・コンサート

ソフィア国立歌劇場

音楽ホール
ピアノ：須関裕子
9／19（水）
19:00
〈プログラム〉クライスラー：愛の悲しみ／サン＝サーンス：白鳥／
フォーレ：エレジー ほか 全席自由 500円

横坂 源 チェロ・リサイタル

プッチーニ:「トスカ」全3幕

小林 桂 Duo★ボーカルとピアノ 二人だけの音楽会
ジャズ・ボーカル：小林桂

「歌に生き、恋に生き」
「星は光りぬ」など絶品の名アリア

語りつくせぬ魅力に溢れた、これぞオペラ！
演 出：プラーメン・カルターロフ
指 揮：アレッサンドロ・サンジョルジ
トスカ：佐藤しのぶ
マリオ・カヴァラドッシ：マルティン・イリエフ
スカルピア男爵：ビッセル・ゲオルギエフ

より名曲の数々をお贈りします。
〈プログラム〉Shall We Dance／追憶／ひまわり ほか
全席指定 3,800円

※キャストは変更になる場合があります。

松竹大歌舞伎

ソフィア国立歌劇場管弦楽団＆合唱団
全席指定

二、熊谷陣屋 三、女伊達
メインホール 一、歌舞伎のみかた
9／23（日）
出演：市川右近、市川門之助、市川笑也、市川猿弥、市川笑三郎、
15:00

「平家物語」の花美男 〜那須与一と平 敦盛〜

テーマ : 匠の業を聴く 構成・お話 : 國土 潤一（音楽評論家）
全席自由

一般2,000円

ソプラノ : 森川栄子
第2夜
ピ ア ノ : 廣瀬啓子
9／28（金） フルート : 丹下聡子

第3夜 H.２５
テノール : 豊島正伸
2／15（金） ピ ア ノ : 金森 大

ラースロ・ベルキとジプシー楽団

今世界で望みうる最高のピアニスト

メインホール ピアノってこんなにもすばらしい響きをするものなのか！
11／27（火） 耳を疑うほど美しく、そこから紡ぎだされる音楽は限りなく深く芳醇で、
19:00
聴衆の期待を決して裏切りません！一度聴いたら忘れられない、透明感
のある響きと多彩で豊かな音色は聴く人すべてを魅了します。
〔オール・ドビュッシー・プログラム〕
12のエチュード（全曲）、
「版画」、
「映像」第１集、第２集など調整中
全席指定 S席8,000円 A席6,000円 B席4,000円

ほか

五嶋 龍 ヴァイオリン・リサイタル2012

メインホール
11／30（金） ピアノ：マイケル・ドゥセク
〈プログラム〉ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調 ほか
19:00
全席指定 S席7,000円 A席6,000円 B席5,000円

トーク＆コンサート

メインホール
12／23（祝）
13:30

音楽ホール 草谷麻子 オルガンリサイタル
10／13（土） 〈プログラム〉J.S.バッハ：パッサカリアハ短調BWV582
15:00
L.ヴィエルヌ：オルガン交響曲第１番より ほか 全席自由 3,000円
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申し込み・問い合わせ…財団法人埼玉県国際交流協会
蘂048-833-2992 薨048-833-3291 Eメール：sia@sia1.jp
ホームページ：http://www.sia1.jp/top.htm

川口オート 8月開催日程
11踞 蜷 14踈
15踉 蜷 17踝
18踞 蜷 22踉
28踈 蜷 30跿
31踝 蜷 9 3跼

船橋場外
浜松場外
飯塚場外「Ｇ蠢ダイヤモンドレース」ナイター
船橋場外
浜松場外

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

23 広報かわぐち 2012.8

全席指定

S席6,500円

A席5,000円

前売9／1（土）〜

INTERNATIONAL EXCHANGE

こう こうしん がく が い だ ん す

日本語を母語としない子どもと保護者の高校進学ガイダンス２０１２
に ほん

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2012〜

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。

国 際 交 流
ほ ご しゃ

ピアノ・リサイタル

ドビュッシー生誕150周年記念「究極のドビュッシー」

音楽ホール 〜ハンガリー名門ジプシー楽団による怒とうの超絶テクニック〜
10／10（水） ゲスト：たかのてるこ（旅人・エッセイスト）
19:00
〈プログラム〉サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン／ハチャトリアン：剣の舞 ほか
全席指定 3,800円 シルバー（65歳以上）、小中学生：3,000円

こ

3,000円

クリスチャン・ツィメルマン

宮川彬良 vs 新日本フィルハーモニー交響楽団
コンチェルタンテ蠡

ぼ ご

狩野了一「敦盛」能楽舞囃子
全席指定

音楽ホール 井上圭子の世界オルガン夢紀行
10／3（水） 〜オルガンとともに世界旅行へ〜《第6回フランス・続編》
15：00
〈プログラム〉フランク：コラール第1番ホ長調／サン＝サーンス：即興曲イ長調
19:00
入場無料（各回先着600人 未就学児の入場不可）

に ほん ご

音楽ホール
11／22（木）〔第1部〕野村萬斎「奈須与市語」〜能「屋島」より
19:00
〔第2部〕お話「華麗なる平家の公達 敦盛」金子敬一郎

学生1,000円

メインホール
10／8（祝）
〈プログラム〉燃えよドラゴン／「メリー・ポピンズ」メドレー
15:00
全席指定 S席5,000円 A席4,000円 B席2,500円
高校生以下：各席種2,500円 ※4歳未満入場不可

S席16,000円 A席13,000円 B席10,000円
C席7,000円 D席 完売

リリア音楽ホールで楽しむ 能・狂言

市川寿猿、市川弘太郎
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 学生：各席種半額

各回催し広場 19:00開演

原語上演／日本語字幕付

豪華な舞台に加え、美しい旋律があふれる、オペラ史に
燦然と輝く傑作！

メインホール
11／3（祝）
15:00

ピアノ：小林洋

音楽ホール
21歳で日本ジャズボーカル大賞受賞以来、数々の受賞歴に輝く
9／22（祝）
小林桂が、名画から生まれたお馴染みのスタンダード・ナンバー
18:00

リリア 歌の花束

〜素敵な音楽とともに過ごす午後のひととき〜

ハーモニカ・ライナーズ

〜一夜限りの極上のひととき〜

メインホール
9／8（土）
18:00

※SR南鳩ヶ谷駅・京浜東北線西川口駅から
無料シャトルバス運行中

2012 High School Entrance Guidance for
Non-Japanese Students and Their Parents
Do you know the system for entering high school in Japan? Please come and
listen to this guidance.
Date: August 4, 2012 (Saturday) 13:30 〜 16:30 (Registration 13:00〜)
Place: Omiya Sonic City Building 4F, City Hall (a 3-minute walk from the west exit
of JR Omiya Station)
Admission: Free
Registration: Send an e-mail or fax to the Saitama International Association (SIA),
including ①your name,② your telephone number, ③what grade you are in, ④ your
nationality, ⑤ whether you need an interpreter (what interpretation language you
need? ※ Interpreters will be arranged subject to availability), ⑥ number of people
accompanying you
Reception and Inquiries: Saitama International Association (SIA)
TEL：048-833-2992 FAX：048-833-3291 E-mail：sia@sia1.jp
HP：http://www.sia1.jp/top.htm

ボートレース戸田 8月開催日程
2 跿蜷 5 跣
2 跿蜷 6 跼
11踞 蜷 16 跿
21踈 蜷 26 跣
30跿 蜷 9 2跣

場外発売「G蠢第26回女子王座決定戦」
戸田自場「サッポロビールカップ・第6回夕刊フジ杯」
戸田自場「第35回戸田ボート大賞サンケイスポーツ杯」
場外発売「SG第58回モーターボート記念」
戸田自場「一般競走」

問い合わせ…ボートレース戸田 蘂048−441−7711

