リリアチケットセンター（リリア1階）
火曜定休）
蘂254-9900（10:00〜19:00
※入場料金は税込です。

堪山 貴子 ソプラノ・リサイタル
〜冬に歌う 珠玉のヴェルディ〜

音楽ホール
12／14
（日）
14:00

〈ピアノ〉石川 和男
〈プログラム〉ヴェルディ:歌劇「エルナーニ」より エルナーニよ、一緒に逃げて
歌劇「仮面舞踏会」より ここは恐ろしい場所〜あの草を摘み取って
歌劇「ドン・カルロ」より 世のむなしさを知りたもうお方
歌劇「オテッロ」より 柳の歌〜アヴェ・マリア
ヨハン・シュトラウス蠡世:ワルツ〈春の声〉作品410／ロッシーニ:フィレンツェの花売り娘
イバノヴィチ:ドナウ河のさざなみ／グノー:アヴェ・マリア ほか
全席自由 3,000円

和波 孝

ヴァイオリン・コンサート

と

100万人のクラシック
音楽ホール
ピアノと
平成21年
おはなし
3／5
〜華麗なるワルツ 灼熱のタンゴ 優雅なメヌエット〜
〈プログラム〉J. S. バッハ:メヌエット ト長調／ショパン:子犬のワルツ ワルツ第6
（木）
番／ビゼー:歌劇「カルメン」より ハバネラ ／J. シュトラウス蠡:美しく青きドナウ
19:00
全席指定 2,500円

「川口シティオペラを考える会」第1回公演

「フィガロの結婚」

き

〈プログラム〉モーツァルト作曲ピアノ伴奏による全4幕原語上演
全席自由 3,500円（前売 3,000円）

翔く瞬間

リチャード・ライト追悼公演

3rd Anniversary Concert 2009

「OFF THE WALL」PINK FLOYD SPIRIT

全席指定 S席3,500円 A席3,000円 B席2,000円

メインホール
平成21年
3／14
「オフ・ザ・ウォール」ピンク・フロイド・スピリット
（土）
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
18:30
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

〜名曲で綴る新春の贈りもの〜

２００９ ニューイヤーコンサート
〈指揮〉飯森

範親

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

メインホール
平成21年 〈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
1／25
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
（日）
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
15:00

小山 実稚恵 ショパン・リサイタル・シリーズ蠡

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

音楽ホール
平成21年
3／18
（水）
19:00

ワン

1コイン・コンサート 〜普段着で気軽に楽しむ60分。〜
伴 真純 ソプラノandピアノ

笛は歌う
〈パイプオルガン・ワークショップ〉
音楽ホール

マリア ほか

全席自由
500円

シエナブラス5

音楽ホール
平成21年
〜星条旗よ永遠なれ シエナブラス5の金管楽器講座〜
2／10
〈プログラム〉スーザ:行進曲「ワシントン・ポスト」／シエナブ
（火）
ラスの金管楽器講座／サザンオールスターズ:メドレー／バ
19:00
ーンスタイン:ウエストサイドストーリーより ほか

国 際 交 流
つう

いりょう

に ほん ご

ふ じ ゆう

がい こく じん

あんしん

い りょう

た げん ご

に ほん ご

えい ご

ご

スを受けることができるよう、多言語（日本語・英語・スペイン語・ポ
ご

ちゅうごく ご

がい こく ご

つう

い りょう き かん

ルトガル語・中国語・ハングル）
による
「外国語が通じる医療機関リ
さく せい

スト」
を作成しています。
ざい

さい たま けん こくさい こうりゅうきょうかい

このリストは、
（財）埼玉県国際交流協会のホームページ
http://www.os.rim.or.jp/ ˜sia/medical/menu.html
けいさい

かつ よう

に掲載されていますので活用ください。
い りょう き かん

がい こく せき

い りょう き かん

医療機関だけではなく、外国籍のかたがたが医療機関にかか
さい

さいていげん し

じょうほう

けいさい

る際に最低限知っておきたい情報も掲載しています。
と

あ

ざい

【井上 圭子 : プロデュース】

〈オルガンとお話し〉井上 圭子 〈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〉J. S. バッハ:協奏曲 ト長調 BWV592
J. S. バッハ:小フーガ ト短調 BWV578
大オルガンとポジティフオルガンのデュエット 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）

INTERNATIONAL EXCHANGE

埼玉県では、
日本語が不自由な外国人が安心して医療サービ
う

平成21年
3／26
（木）
15:00
19:00

きかん

外国語が通じる医療機関リスト
さい たま けん

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

平成二十一年

音楽ホール
平成21年
〜魅惑のポピュラークラシック〜
1／29
（木）
〈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・
19:00

がいこくご

）

講談オペラ
音楽ホール
平成21年
〈演出〉松山 雅彦 〈指揮〉斎藤 育雄 〈講談〉神田 紅
3／13
オーディションで選抜された若手オペラ歌手、川口市民、子どもたちが参加する
（金）
盛りだくさんの楽しいオペラ。日本の劇的要素を持つ講談と西洋の劇的要素を
19:00
持つオペラを新演出で劇的融合させた待望の旗揚げ公演!

テレ玉30周年記念コンサート

工藤 慎太郎

パイプオルガン無料演奏会

熊本マリ ピアノコンサート（

〈ピアノ〉土屋 美寧子
〈プログラム〉ベートーヴェン:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番イ長調作品21
／バッハ:無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番ニ短調BWV1004／シューマン:子供の
情景作品15（ピアノ・ソロ）／クライスラー作、編曲による小品集:ベートーヴェンの主題
によるロンディーノ／プロヴァンスの朝の歌（クープランのスタイルによる）美しきロスマ
リン／ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡）／ハンガリー舞曲第17番（ブラームス）
全席指定 3,000円

メインホール
平成21年
1／10
（土）
17:30

〜リリア・プロムナード・コンサート〜
音楽ホール
平成21年
1／27
〈監修 : 井上圭子〉 演奏 : イェンス・コルンドルファー
（火）
〔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
15:00
人の救い主BWV659／デュプレ:ノエルによる変奏曲 ほか
19:00
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。）

川口市民音楽協会があなたに贈る すてきな感動 すてきな出逢い
音楽ホール
12／20
（土）
14:00

※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。）

さい たま けん こくさい こうりゅうきょうかい

問い合わせ :（財）埼玉県国際交流協会

蘂048-833-2992

http://www.sia1.jp/

List of Medical Institutions with services in
Languages other than Japanese
The Saitama Prefecture has published a multi-lingual List of
Medical Institutions with services in Languages other than
Japanese in order to aid foreign residents to receive medical
treatment. You can access the list in Japanese, English, Spanish,
Portuguese, Chinese and Korean by visiting the Saitama
International Association homepage :
http://www.os.rim.or.jp/ ˜sia/medical/menu.html
There are also information about the medical system in Japan
and other things that are useful to know when visiting medical
facilities.
For further information, please contact :
Saitama International Association, Tel. 048-833-2992
http://www.sia1.jp/

川口オート 12月開催日程

戸田競艇 12月開催日程

11/29（土）〜 2 （火） 船橋場外
6 （土）〜10（水） 飯塚場外（G蠡オーバルチャンピオンカップ）
13（土）〜17（水） 山陽場外（G蠢スピード王決定戦）
19（金）〜23（祝） 川口自場（パートナーカップ）
27（土）〜31（水） 川口自場（スーパースターフェスタ２００８）
炎神戦隊ゴーオンジャーショー（2回公演）
イベント 日時…12月23日（祝）11:00〜 13:30〜
問い合わせ…公営競技事務所 蘂251-4376

4 （木）〜 7 （日） 戸田自場
6 （土）〜 9 （火） G蠢下関場外
11（木）〜16（火） 戸田自場
18（木）〜23（祝） SG住之江場外
25（木）〜28（日） 戸田自場
30（火）〜1/4（日） 戸田自場
戸田競艇場の6階特別室でゆっくり競艇を楽しんでみませんか?
イベント
期日…12月14日（日） 参加費無料 問い合わせ…蘂048-441-7711 営業担当

広報かわぐち2008.
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