リリアチケットセンター（リリア1階）

蘂254-9900

メインホール
3／19
（水）
19:00

音楽ホール

SINSKE マリンバ世界一周

佐野元春 & THE HOBO KING BAND
｀Sweet Soul, Blue Beat´

80's、
90'sのエヴァーグリーンなマスター・ピースを揃えたセットリストで熱
心なファンはもちろんのこと、
久しぶりのかたや初めてのかたにとっても楽
しめる内容になっています。ぜひお楽しみください。
全席指定 7,000円（当日7,500円）

3／12
（水）
19:00

sept

live image 7
4／19
（土）
16:00

emotional & relaxing
隆／小松 亮太／ゴンチチ／羽毛田 丈史
元 ちとせ／古澤 巌／松谷 卓／宮本 笑里 ほか

熊本 マリ & 荘村 清志
6／10
（火）
18:30

7／4
（金）
19:00
全国各地で大好評! 「しまじろう劇場公演」待望の新作がいよいよ埼玉県 初
公演 です! しまじろう達といっしょに歌う・踊る・遊ぶ! ただ観るだけではない
参加する舞台 へ。ご家族そろってぜひお越しください。
狡Benesse Corporation
全席指定 1,500円 ※2歳以下で保護者の膝上でご覧になる乳幼児は無料。 / しまじろう

Mariko Takahashi with Henry Band CONCERT TOUR VOL.32

橋 真梨子 コンサート

綾戸智恵 デビュー10周年記念ツアー ２００７-２００８
10周年記念全国ツアーもいよいよ終盤戦。全国各地で完売が続出している
中で、
ファンの強い要望により、
急遽、
川口リリアでの追加公演が決定!
全席指定 7,500円

〔出演〕水

〈プログラム（予定）〉ボッケリーニ:序奏とファンダンゴ
ロドリーゴ:愛のアランフェスより
ロドリーゴ:ある貴紳のための幻想曲 ほか
全席指定 3,500円 前売3／9（日）〜

〈プログラム（予定）〉ヘンデル:歌劇「リナルド」より 私を泣かせてください
ヘンデル:歌劇「セルセ」より オンブラ・マイ・フ
R. シュトラウス:歌劇「ばらの騎士」よりオクタヴィアンとゾフィーの二重唱 ほか
全席指定 4,000円 前売3／9（日）〜

リリア 歌の花束

はりう

7／18
（金）
19:00

ショー・ファンタジー

第1夜 針生美智子（コロラトゥーラ・ソプラノ）服部容子（ピアノ）
〜ベル・カント!〜
〈曲目〉モーツァルトのコンサート・アリア
ロッシーニ:セヴィリアの理髪師
ベッリーニ:カプレティとモンテッキ（ロメオとジュリエット） ほか

11／14
（金）
19:00

ピアノ : スタニスラフ・ブーニン
揮〉ウラディミール・ヴァーレク

第2夜 弥勒忠史（カウンター・テノール）多田聡子（ピアノ）
〜カウンターテナー解剖学〜
〈曲目〉T. ジョルダーニ:愛しいひとよ
G. F. ヘンデル:かつてなき木陰よ
A. スカルラッティ:すみれ ほか

第3夜 井坂 惠（メゾ・ソプラノ）松川

狡宝塚歌劇団

プラハ放送交響楽団

まなぶ

儒（ピアノ）

〜ズボン役はメッツォの喜び〜
〈曲目〉ヘンデル:「セルセ」より なつかしき木陰
グルック:「オルフェオとエウリディーチェ」より エウリディーチェを失って
モーツァルト:「フィガロの結婚」より 恋とはどんなものかしら ほか

全席自由
一般
2,000円
学生
1,000円
3回通し券
一般
5,000円
学生
2,500円
前売
3／8（土）〜

展示ホール

〈ピ アノ〉スタニスラフ・ブーニン
〈管弦楽〉プラハ放送交響楽団
〈プログラム〉スメタナ:連作交響詩「わが祖国」よりモルダウ
ドヴォルザーク:交響曲第9番ホ短調「新世界より」
ベートーヴェン:ソナタ第8番ハ短調「悲愴」
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調

全席指定 S席11,000円 A席8,000円 B席6,000円
C席4,000円

THE VENTURES JAPAN TOUR 2008

ザ・ベンチャーズ

ベンチャーズがやってくる!!
夏だ、エレキだ、ベンチャーズ

結成以来49年。紛れもなく「世界最長寿ロック・バンド」である。ステ
ージ上でのパワフルさ、
そして実力の高さ、
また、
人柄の良さ、
礼儀正
しさが、
今なお多くのファンを惹きつける。
主な曲目（予定）ダイヤモンド・ヘッド、
パイプライン、
雨の御堂筋 ほか
全席指定 前売券5,000円（当日券5,500円） 前売3／28（金）〜

谷 内 六 郎 展
7／4
（金）

〜

13
（日）
10:00〜
19:00

〜なつかしさと安らぎの世界〜
谷内六郎さんは1921年東京に生まれ′
55年に第1回「文藝春秋漫画賞」を受賞
後′
56年の「週刊新潮」創刊と同時に表紙絵を担当し、以後′
81年まで26年間発
表を続け、古き良き日本への郷愁をさそう独特の画風で人気を集めました。総点
数は1300点以上におよび、その他にも絵本、挿絵、装丁、広告、
デザインなど幅広
く優れた作品を多く遺しています。
谷内六郎さんの詩的で叙情あふれる作品をぜひご覧ください。
一般・大学生500円（当日700円） 小・中・高校生300円（当日400円）
団体250円（10人以上）
団体400円（10人以上）
※団体のチケットはリリア・チケットセンターのみ取り扱い
谷内六郎《タネを吹く子》水彩・紙1960年
狡Michiko Taniuchi 谷内六郎館蔵

音楽ホール
〜リリア・プロムナード コンサート〜
3／7
（金）
15:00
19:00

（メゾ・ソプラノ）

デュオ・リサイタル

テーマ : 「ベル・カント」
構成・お話 : 國土 潤一（音楽評論家）

9／19
（金）
19:00

宝塚グランドロマン
「外伝ベルサイユのばら ─ジェローデル編─」
原作・外伝原案／池田 理代子 脚本・演出／植田 紳爾

〈指

（ソプラノ）

みろく

夏希・白羽 ゆり ほか

チェコの名門

9／7
（日）
15:30

（ギター）

デュオ・リサイタル

シリーズ

「ジョニーへの伝言」から35年、
バラードの女王、 橋真梨子のコンサート・
ツアーが今年もリリアで幕を開けます。
全席指定 7,500円 前売3／9（日）〜

「ミロワール」─鏡のエンドレス・ドリームズ─
作・演出／中村 暁
全席指定 S席6,500円 A席6,000円

6／26
（木）
19:00

（ピアノ）

催 し 広 場

宝塚歌劇雪組公演

6／6
（金）
14:00
18:00

アントワープ、
ブリュッセル両王立音楽院の打楽器科を首席で卒業。世界的に最
も権威のあるコンクール「第3回世界マリンバ・コンクール」
（ドイツ）での第2位
受賞を始め、
数々の世界的コンクールで入賞。木の温もりを伝える5オクターブ
のマリンバを自在に操り、
ポップス、
ワールドミュージック、
現代音楽など幅広いフィールドで活躍中。
〈プログラム〉リムスキー＝コルサコフ:「熊蜂の飛行」／ピアソラ:「リベルタンゴ」
SINSKE:「この道を歩き続けるために」ほか
全席指定 3,000円

幸田 浩子 & 林 美智子

4／20
（日）
13:00
15:30

6／1
（日）
15:00

〜癒しの重低音・マリンバが紡ぎ出す音楽の旅〜

〔出演〕加古

数々の名シーンを生んだ live image 2／6にアルバム「image 7 sept」を発売し、
4月のリ
リアから全国ツアーがスタートします。
全席指定 7,800円

5／18
（日）
17:00

（10:00〜19:00 火曜定休）
※入場料金は税込です。

パイプオルガン無料演奏会
演奏 :

正木叔子&ニコラ・チッタディン

〈プログラム〉ロッシーニ:序曲 セヴィリアの理髪師 、序曲 アルジェリのイタリア女
マスカーニ:交響的間奏曲 カッヴァレリア ルスティカーナ
ヴェルディ:前奏曲 椿姫 、前奏曲 運命の力
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。）

※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。）

川口少年少女ミュージカル団員募集!!
総合舞台芸術ともいえるミュージカルをとおして、次代を担う子どもたちの感性を磨き、豊かな情緒を育むことを目的として、
リリアの開館以来その活動は19年目を迎えます。現在、小学4年生〜大学生までの約60人の団員が在籍しています。主な活
動は毎週のレッスンとリリアホールなどにおける公演です。
応募資格 : 小学4年生〜高校生まで（平成20年4月現在）
募集人数 : 約15人 受付期間 : 4／5（土）まで
応募方法 : リリアおよび各公民館にある応募用紙に記入のうえ、申込料2,000円を
添えてリリア7F事務所へ申し込みください。
オーディション日時 : 4／13（日） 受付17:30〜 開始18:00〜
場所 : リリア・1F・催し広場 内容 : 歌・ダンス・演技
問い合わせ : リリア・事業課 蘂258-2000

川口オート 3月開催日程

戸田競艇 3月開催日程

2/29（金）〜 3 （月）

4 （火）〜 9 （日） G蠢津場外
11（火）〜16（日）
17（月）〜20（祝） G蠢平和島場外
21（金）〜24（月）
25（火）〜30（日） SG児島場外

8 （土）〜12（水） G蠢開設記念グランプリレース
15（土）〜18（火）
19（水）〜23（日） 山陽場外（G蠢プレミアムカップ）
26（水）〜30（日） 飯塚場外（G蠡オーバルチャンピオンカップ）

広報かわぐち2008.

3

場内イベント

「まちゃまちゃ」&「デッカチャン」お笑いライブ!
30（日）①10:10〜 滷13:10ごろ〜

★競艇選手募集中! 詳しくは蘂048-441-7711譖埼玉県モーターボート競走会まで問い合わせください。

