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＊そのほかの公演は、 http://www.lilia.or.jp をご覧ください。（チケットの予約もできます。）　＊一部の公演を除き、未就学児の入場はご遠慮ください。　＊入場料金は税込です。

リリア・インフォメーション fgリリア・チケットセンター
　　　（リリア1階 10：00～19：00）

i048-254-9900
休館日　10/17（月）i048-254-9900

INTERNATIONAL EXCHANGE

gボートレース戸田 i048-441-7711

g川口オートレース場 i048-251-4376 k048-257-0200

入場無料国際交流

ボートレース戸田 11月開催日程

川口オート 11月開催日程

全館休館日：10/19（月）

SR南鳩ヶ谷駅
・JR西川口駅

から無料
シャトルバス

運行中

戸田自場「本命バトル祭・マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」
場外発売「ＧⅢオールレディース江戸川女王決定戦」（江戸川）
戸田自場「第６回スマホマクール杯」
場外発売「ＩＮＡＸ杯争奪第２８回ＧⅢとこなめ大賞」（常滑）
場外発売「ＳＧ第１９回チャレンジカップ」（大村）
戸田自場「ＢＯＡＴＢｏｙＣＵＰ」
　　　場外発売「第６１回スポニチゴールデンカップほぼオール女子戦」（平和島）
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S席 10,000円　A席 8,000円
Ｂ席   6,000円　（Ｃ席 売切）全席指定

今世紀最高のソプラノ歌手による全国唯一
のリートとオペラ・アリアによるリサイタル！
ピアノ：ペーター・ヴァレントヴィッチ

いま、クラシック界で注目の
女流アーティスト3人によるソロ・
デュオ・トリオ公演プログラム。

〈プログラム〉ドヴォルザーク：「ジプ
シーの歌」より 第1番～７番(全曲)/
プッチーニ：歌劇「つばめ」より“ドレ
ッタの夢の歌”/J.シュトラウスⅡ：歌
劇「こうもり」より/“候爵様、あなた
のようなお方は”  ほか

メインホール11/12（土）15：00
ソプラノ・リサイタル「名曲を歌う」

エディタ・グルベローヴァ

レパートリーを限定し、多くの
場合、遅いテンポの独特の解
釈で聴衆を震撼＆感動させて
きた、現代屈指のカリスマ的
ピアニスト。

音楽ホール10/20（木）19：00
（トランペット）　（オルガン）

高橋博子&佐藤友紀

5,000円全席指定

現代の落語界を牽引する気鋭の若手本格派
三人の話芸をお楽しみください。

柳家花緑＆林家たい平＆柳家三三
リリア寄席  花形落語三人会

メインホール2017年3/4（土）17：00

ピアノ：御邊典一

ピアノ：石岡久乃

指揮：イジー・スコパル

人気・実力を兼ね備え
た若手3人の歌手によ
る多彩なプログラムを
お楽しみ下さい。

〈プログラム〉小さい秋みつけた/初恋
/さびしいカシの木/秋桜/糸/東京ラ
プソディ/さとうきび畑　ほか

音楽ホール11/4（金）18：00

リリア音楽ホールで聴く日本の歌 vol.2
〈宵のまに ほのかに人を 三日月の〉

5,000円全席指定

〈プログラム〉
ベートーヴェン：ピアノソナタ「悲愴」「月光」「熱情」

３●祝 

３土
１４土

５●祝 

１０火
１５日

金●祝祝
祝●祝

国際コンクールでの優勝
は、これまでに32回を数
え「世界最高の少女合唱
団」として知られている。

音楽ホール12/4（日）14：00
クリスマス・コンサート

チェコ少女合唱団〈イトロ〉

〈プログラム〉スメタナ：モルダウ/フランク：天使
の糧/ヘンデル：もろびとこぞりて　ほか

浜松場外「ＳＧ日本選手権」
川口自場
山陽場外
川口自場
飯塚場外「ＧⅠ開設記念」
川口自場
浜松場外「ＧⅡウィナーズカップ」

２９土 11/1火▶ 飯塚場外
浜松場外　  ４土▶ ６月  伊勢崎ナイター場外
川口自場

音楽ホール11/19（土）14：00
ヴァイオリン・リサイタル

大谷康子

3,000円全席指定

加耒 徹/田代万里生/坂下忠弘
（バリトン）　　 （テノール）　　 （バリトン） 

一般　　　 3,000円
小中高校生 2,000円全席指定

人気パティシエの鎧塚俊彦をトーク
ゲストに迎え、お話しを交えながら
の楽しい名曲コンサート。

〈プログラム〉アラール：椿姫ファン
タジーより「乾杯の歌」/サラサーテ：
ツィゴイネルワイゼン/〈お楽しみ
コーナー〉映画音楽、タンゴ　ほか

特別ゲスト：鎧塚俊彦（パティシエ）
ピアノ：居福健太郎

S席4,000円  A席3,000円  B席2,000円全席指定

メインホール2017年1/15（日）15：00

ニューイヤーコンサート 2017
～名曲で綴る新春の贈りもの～

指揮：浮ヶ谷孝夫
東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団
ソプラノ：光岡暁恵
メゾ・ソプラノ：谷口睦美
テノール：中鉢　聡
バリトン：牧野正人
合唱：川口第九を歌う会

〈プログラム〉
ベートーヴェン：交響曲第9番
ニ短調Op.125「合唱付」

メインホール12/18（日）15：00 
リリア第九演奏会

3,500円　シルバー（65歳以上）3,000円全席指定

指揮：下野竜也
ピアノ：横山幸雄
読売日本交響楽団

〈プログラム〉
ラフマニノフ：
ピアノ協奏曲第2番
チャイコフスキー：
交響曲第5番 ほか

声楽で最も権威があるといわれ
る「マリア・カラスコンクール」の
優勝をはじめ、世界の歌姫とし
て確固たる地位を築いている。

〈プログラム〉
プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッ
キ」より“私のお父さん”/歌劇「トス
カ」より“歌に生き、愛に生き”　ほか

リリアメンバーズ会員優待特別企画

音楽ホール2017年1/17（火）18：30
中丸三千繪 　ソプラノ・リサイタル

「名曲を歌う」

全席指定 一般 4,000円
リリアメンバーズ会員優待価格2,000円

従姉妹同士のヴァイオリンデ
ュオのユニット。2001年デビ
ューを果たし、以後全国各地
でリサイタルを開催。テレビ出
演など注目を集めている。

東京交響楽団首席奏者であ
りソロやアンサンブルでも活
躍中の佐藤友紀とオルガン
界をけん引する高橋博子の
デュオリサイタル。

川口市内に在住する若手ア
ーティストの今後の音楽活
動を応援し、多くの皆さんに、
その存在を知っていただく
ためのコンサートです。

〈プログラム〉
モーツァルト：トルコ行進曲/ショパン：ノクターン
第2番/モンティ：チャルダッシュ　ほか

〈プログラム〉クロンマー：オーボエ
四重奏曲第1番ハ長調/Ｊ.Ｃ.バッハ： 
オーボエ四重奏曲変ロ長調　ほか

〈プログラム〉
グノー：オペラ「ファウスト」より
宝石の歌（佐藤）　ほか

〈プログラム〉
アルビノーニ：協奏曲変ホ長調
デュプレ：行列と連祷（オルガンソロ）　ほか

音楽ホール

リリア・アフタヌーンコンサート

2017年1/24（火）14：00

デュオ・プリマ
礒絵里子（ヴァイオリン）神谷未穂（ヴァイオリン）

2,000円全席指定

仲道郁代（ピアノ）
幸田浩子（ソプラノ）
川久保賜紀（ヴァイオリン）

〈プログラム〉 ショパン：ワルツ第1番
「華麗なる大円舞曲」（仲道）　ほか

音楽ホール2017年2/16（木）19：00

公共ホールネットワーク事業

～女神たちが贈る素敵なコンサート～

3,800円全席指定

SR南鳩ヶ谷駅
・JR西川口駅から
無料シャトルバス

運行中

S席5,000円  A席4,000円  B席3,000円全席指定

ミューズ

ボランティア日本語教室紹介
川口市内には、17のボランティア日本語教室があります。
ボランティアがそれぞれの曜日・時間帯で週に１回、外国人に日本語を
教えます。
各教室では、活動するボランティア、学習者を募集しています。
●かわぐち子どものための日本語教室 ●南平日本語クラブ
●川口自主夜間中学 ●出会いの学校
●美しい日本語楽究 ●神根ふれあい日本語広場
●はとがや外国人のための日本語の会 ●はとがや日本語ボランティアの会
●フレンドシップクラブ ●川口国際友好学院
●戸塚日本語教室 ●西川口日本語ひろば
●新郷にほんご教室 ●芝北日本語クラブ
●国際交流コーナー ●クルド日本語教室
● 幸 にほんご広場
各教室の詳細は、市ホームページでご確認ください。
問い合わせ：協働推進課　多文化共生係
　　　　　 （かわぐち市民パートナーステーション）　
　　　　　 火～土曜日9：30～17：00
　　　　　　　   i048-227-7607　k048-226-7718
　　　　　 Eメール：070.11010＠city.kawaguchi.lg.jp　

かわぐち し ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に ほん ご きょうしつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よう び　　　じ かんたい　　しゅう　 いっかい　　がいこくじん　　 に ほん ご

おし

かくきょうしつ　　　　　　かつどう　　　　　　　　　　　　　　　　　　がくしゅうしゃ　　 ぼ しゅう

　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　 に ほん ごきょうしつ なんぺい に ほん ご

　　かわぐち じ しゅ や かんちゅうがく  で　あ　　　　 がっこう

　  うつく　　　　 に ほん ご がっきゅう かみ ね　　　　　　　　　に ほん ご ひろ ば

　　　　　　　　　 がいこくじん　　　　　　　　に ほん ご　　 かい 　　　　　　　  に ほんご　　　　　　　　　　　　　 かい

 かわぐちこくさいゆうこうがくいん

　　 と づか に ほん ご きょうしつ にしかわぐち に ほん ご

　　しんごう　　　　　　　　きょうしつ しばきた に ほん ご

　　こくさいこうりゅう 　　　　　　　に ほん ご きょうしつ

　　さいわい　　　　　　　　 ひろ ば

かくきょうしつ　　しょうさい　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　かくにん

　と　　　あ　　　　　　 きょうどうすいしん か　　 たぶんかきょうせいかかり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し みん

　　　　　　　　　　　か　　　ど よう び

に　ほん ご きょうしつしょうかい

音楽ホール10/23（日）14:00
須川展也 with サックス･バンド

リリア･アフタヌーンコンサート

2,000円全席指定
須川展也と須川が信頼する気
鋭の若手奏者たちによるサク
ソフォン･アンサンブル！

〈プログラム〉
A.リード(柏原卓之編)：アルメニ
アン･ダンスパートⅠ/ピアソラ

（啼鵬編）：ブエノスアイレスの
四季　ほか

ピアノ：みどり・オルトナー
巨匠ホルによるシューベルト珠玉のリ
ート集。「自然」をテーマによく知られて
いるレパートリーからほとんど知られて
いない美しいメロディの歌曲までリー
トの魅力をたっぷりとお楽しみください。

3,500円全席指定

音楽ホール11/27（日）14：00
シューベルト！～自然を描く幻想画家～

ロベルト・ホル バス・バリトンリサイタル

〈プログラム〉シューベルト：春にD882/
野ばらD257/月に寄せてD193　ほか

全席自由

〈日本語を歌う･part２～〉
リリア“歌の花束”構成･お話：國土潤一

（音楽評論家）

10/7（金）19:00
「中田喜直から現代へ」
ソプラノ：中川美和　ほか

「童謡・唱歌の復権」
ソプラノ：富田沙緒里
メゾソプラノ：澤村翔子/前山依加

展示ホール
～選りすぐりの二ツ目落語家による～

リリア若手ホープ落語会

催し広場一般2,000円　学生1,000円全席自由
〈日本語を歌う･part２～〉
リリア“歌の花束”構成･お話：國土潤一

（音楽評論家）

展示ホール（250席）
～選りすぐりの二ツ目落語家による～

リリア若手ホープ落語会
1,800円全席自由

10/15（土）14：00第一回
出演：春風亭昇々

三遊亭楽大
林家木りん

出演：古今亭駒次
桂 宮治  　
三遊亭わん丈

〈プログラム〉中田喜直：“マチネ・ポエティク”によ
る四つの歌曲/別宮貞雄：２つのロンデル　ほか

ゲスト：鈴木広志

SR南鳩ヶ谷駅
・JR西川口駅

から無料
シャトルバス

運行中

12/1木～3土

ファン・ ワセナール国際古楽コンクールで優勝し、
世界の古楽音楽祭からも多数招聘されている
いま注目のオリジナル楽器によるアンサンブル。

音楽ホール
リリア・ワンコイン・コンサート

～普段着で気軽に楽しむ60分～

500円全席自由

フォルテピアノ：小川加恵
ヴァイオリン：バディアロヴァ・朋絵
ヴィオラ：朝吹園子
チェロ：山本 徹
コントラバス：角谷朋紀

オーボエ：渡辺克也
ヴァイオリン：石田泰尚
ヴィオラ：鈴村大樹
チェロ：門脇大樹

金子芽生（アルパ）
北村姉妹（津軽三味線）
野尻小矢佳（パーカッション）
山元香那子（ピアノ）

郡愛子（司会進行/メゾ・ソプラノ）
佐藤美枝子（ソプラノ）
中鉢 聡（テノール）
藤原藍子（ピアノ）
ゲスト：江原啓之（バリトン）

〈プログラム〉シューベルト：ピアノ五重奏曲イ長調
　　　　　　「ます」より第4楽章　ほか

2017年2/8（水）19：00
デンハーグピアノ五重奏団

音楽ホール
デュオ・リサイタル

2017年1/26（木）19：00

佐藤友紀&高橋博子
 （トランペット）  　　　（オルガン）　

3,000円

（オーボエ）
渡辺克也＆石田泰尚トリオ

3,500円全席指定

音楽ホール2017年2/23（木）19：00

音楽ホール2017年3/7（火）18：30
地元アーティストを応援するハートフル

コンサート

音楽ホール2017年3/16（木）19：00

郡愛子のワンダフルコンサート
～早春に幸を招く歌声～

3,500円全席指定

全席指定 前売11/12㈯～

前売11/12㈯～

前売11/13㈰～

入場無料 （整理券の配布はございません）

催し広場

11/29（火）14：00

2017年1/18（水）19:00

500円全席自由

一般2,000円　学生1,000円全席自由

1,800円全席自由


