リアではインターネット情報サービスを行っています。
リリア・チケットセンター（リリア1階） ※リhttp://www.lilia.or.jp

蘂048-254-9900

リリア寄席（三人会）

リリア・プロムナード・コンサート
音楽ホール
〜パイプオルガン無料演奏会〜
12／7（水）
演奏 : 松永貴志
15:00
19:00
15歳でジャズピアニストとしてプロデビュー。10年目の節目にパイプオルガン
でジャズの名曲に初挑戦。ピアノ演奏もあります。
入場無料（各回先着600人。未就学児の入場不可）

（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）
※入場料金は税込です。 ※一部の公演を除き、未就学児の入場はご遠慮ください。

メインホール
1／30（月）
18:00

笑福亭鶴光 & 三遊亭円楽
& 柳家三三
人気テレビ番組「笑点」でおなじみの『円楽』、同じくテレビ・ラジオなど
で活躍している『鶴光』、また若手の筆頭として知られる『三三』、大人気
の落語家3人がリリアに登場。
全席指定 一般3,000円 シルバー（65歳以上）2,500円

クリスマス☆ゴスペル ２０１１

リリア・ワンコインコンサート

メインホ−ル
12／11（日） 〜グローリー・ゴスペル・シンガーズ from NEW YORK 〜
14：00
美しいハーモニーとダイナミックなパフォーマンスをお楽しみください。
全席指定 6,500円

〜普段着で気軽に楽しむ60分〜
音楽ホール
伴 真純（ソプラノ） 〜歌の旅〜 ピアノ : 河崎 恵
2／12（日）
〈プログラム〉初恋／城ヶ島の雨／落葉松／歌劇「トスカ」より 歌に生き恋に
14：00
生き ／ミュージカル「回転木馬」より イフアイラヴドユー ／スペイン歌曲
より 薔薇と柳 ほか
全席自由 500円

リリア第九演奏会
指揮 : 秋山和慶
メインホール
12／17（土）
15:00

ソプラノ:大隅智佳子
テノール:成田勝美
管弦楽:東京交響楽団

中嶋彰子 ソプラノ・リサイタル

メゾ・ソプラノ:山下牧子
バリトン:青山 貴
合唱:川口第九を歌う会

ピアノ : 大原

〈プログラム〉ベートーヴェン:「エグモント」序曲op.84
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

子

音楽ホール '99年ウィーン・フォルクスオーパーと専属契約し、その卓越した歌唱と演技力、
3／25（日）
華やかな存在感で圧倒的な人気を誇っています。
14：00
〈プログラム〉モーツァルト:歓喜に寄す／おお、神の子羊／夕べの思い ショパ
ン／ヴィアルド:マズルカ第3番愛の嘆き／幻想ポロネーズ第7番 ほか
全席指定 3,000円

Dear Friends Special with strings

ニューイヤーコンサート２０１２
メインホール
1／14（土）
15:00

指揮&ヴァイオリン:ペーター・グート
ソプラノ:鈴木慶江
ウィーン・シュトラウス・フェスティヴァル・オーケストラ

リリアメンバーズのご案内

〈プログラム〉ヨハン・シュトラウスⅡ:喜歌劇「こうもり」より序曲／美
しく青きドナウ／皇帝円舞曲／喜歌劇「こうもり」より チャールダー
シュ「ふるさとの調べよ」 、
レハール:喜歌劇「ジュディッタ」より 熱き
口づけを ほか
全席指定 S席 4,000円 A席 3,000円 B席 2,000円

ヴァイオリン:澤

1 チケット割引販売 主催または指定する公演のチケットを割引で購入できます。
2 優先予約 主催または指定する公演のチケットを一般発売日に先がけて優先的に予約・購入
できます。

3 チケット郵送サービス

5 そのほかのサービス

和樹／大関博明

音楽ホール
ヴィオラ:市坪俊彦 チェロ:林 俊昭
1／25（水）
〈プログラム〉モーツァルト:弦楽四重奏曲第17番変ロ長調「狩」k.458
19:00
シューベルト:弦楽四重奏曲第13番イ短調「ロザムンデ」op.29D.804
ドヴォルザーク:ピアノ五重奏曲イ長調op.81
全席指定 3,000円
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川口市に暮らす外国籍の人々が、
さまざまな『思い』を語ります。後半に、
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アトラクションも予定しています。一緒に楽しみましょう。
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日時：２０１２年１月１５日
（日）１３:００〜１７:００
（１２:３０開場）
ば しょ

かわ ぐち そう ごう ぶん か

もよお

ひろ ば

場所：川口総合文化センター・リリア 催し広場
にゅうじょうりょう てい いん

にゅうじょう む りょう てい いん

にん

入場料・定員：入場無料、定員100人
しゅつじょうしゃ

かわ ぐち し

ざいじゅう

ざいきん

ざい がく

らい にち

ねん い ない

がい こく じん

出場者：川口市に在住・在勤・在学で、来日５年以内の外国人
かわ ぐち し に ほん ご

しゅ さい

じっ こう い いん かい

かわ ぐち し ざいじゅうがい こく じん

主催：川口市日本語スピーチコンテスト実行委員会・川口市在住外国人
かわ ぐち し

と

あ

サポートネットワーク・川口市
し みん

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

リリア館内やかわぐちキャスティ内のレストランでの優待もあります。

■年会費は2,000円です。支払いは、入会された翌月に指定の金融機関口座から自動引き落としとなります。

蘂048-258-2009（10〜18時 月曜休み）

リリアでは、ホールをご利用の個人や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。）

INTERNATIONAL EXCHANGE
The 3rd Kawaguchi Speech Contest in Japanese

第3回 川口市日本語スピーチコンテスト
かわ ぐち し

リリアメンバーズの会報「公演一覧表」を毎月、
リリアのイベント・チケ
ット情報が満載の「リリア・プレス」を隔月にご自宅へお送りします。

●申し込み・問い合わせ : リリアメンバーズ事務局

国 際 交 流
だい

予約いただいたチケットは、すべて郵送します。またチケット代金は、
ご指定の金融機関口座から自動引き落としとなります。

4 インフォメーションサービス

澤クワルテット ピアノ:仲道郁代
SAWA QUARTET

岩崎宏美 コンサート

メインホール
虹 〜Singer〜
4／8（日）
「思秋期」
「聖母たちのララバイ」など、おなじみのヒット曲をはじめ、アルバ
17:00
ム「Dear Friends」シリーズよりカバー曲をシンフォニックにお届けします。
全席指定 S席 6,000円 A席 5,500円

薨048-226-7718

Would you be willing to come and listen to the various thoughts and vivid
experiences from other foreign residents? There would be feature
programs after the speech contest. Would you like to enjoy it with us?
Date and Time : January 15th, 2012（Sunday）from 1:00 p.m. to
5:00 p.m.（Open at 12:30 p.m.）
Place : Event Square Hall, 1F Kawaguchi Cultural Center Lilia
Entrance Fee & Capacity : Entrance free, capacity of 100 persons
Contestant : Foreigners who live, work or study in Kawaguchi city and
have been in Japan within 5 years
Organizers : The 3rd Kawaguchi Japanese Speech Contest Executive
Committee, Kawaguchi Foreign Residents Support
Network and Kawaguchi City Government
Inquiries : International Affairs Office, Kawaguchi Citizen Partner
Station 蘂048-227-7633 薨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

浜松場外
7 水 伊勢崎場外
11 日 飯 塚 場 外
16 金 川 口 自 場
21 水 山 陽 場 外
25 日 伊勢崎場外
31 土 川 口 自 場
問い合わせ…川口オートレース場

1 木
7 水
14 水
20 火
26 月

2 金
3 土
8 木
13 火
17 土
22 木
27 火

まで

23 広報かわぐち 2011.12

｢ＧⅡグランプリ｣

｢ＧⅠスピード王決定戦｣
｢スーパースターフェスタ２０１１｣
蘂048−251−4376 薨048−257−0200

6 火
11 日
19 月
25 日
31 土

場外発売「ＧⅠ第５７回関東地区選手権」
戸田自場「ボートピア岡部カップ開設１０周年記念・競艇マクール杯」
戸田自場「第６回隼杯」
場外発売「ＳＧ第２６回賞金王決定戦」
戸田自場「第３０回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯争奪戦」

問い合わせ…ボートレース戸田

蘂048−441−7711

