
②文化活動支援事業（助成（応募型）事業）

　施設を利用している川口市内の学校、アーティスト、文化活動を行っている文化団体及び個

の見学会を実施した。

78
メインホール

クラス・レッスン見学会
　市内バレエ教室の生徒を対象に、東京

８月５日（火）
バレエ団のクラス・レッスンを公開した。

11:00開始

子どもを対象に、ワークショップを実施

13：00 / 15：00開始 した。

70
メインホール

劇場探検！バックステージ・ツアー

　８/５東京バレエ団「ねむれる森の美

８月４日（月） 女」公演チケット購入者を対象に舞台裏

14:00開始

会を開催し、芸術的創造性に触れる機会を提供することで、芸術文化の浸透を図った。

会　場・日　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 参加者数

56
（２回）

初めてのバレエ体験レッスン会

催し広場 　４歳から１０歳の主にバレエ未経験の

８月４日（月）

ット販売を実施し、利用促進に努めた。

①芸術文化普及・体験事業（体験活動事業）

　東京バレエ団  子どものためのバレエ「ねむれる森の美女」公演を実施した際にバレエに関

心がある方を対象としてワークショップ、バックステージ・ツアー及びクラス・レッスン見学

活動や地域活動を行う団体等に貸与することにより、文化芸術及び地域コミュニティ活動の振

興を図る事業を実施した。

　これら事業の周知、来場促進のための広報、宣伝業務として、財団広報紙「リリアプレス」

を隔月で25,000部発行し、行政及び教育機関、地元自治会、企業等約4,000箇所に送付し、ま

た、併せて川口市の広報紙や財団のホームページに催事情報を掲載するとともに、新聞広告、

雑誌広告等でＰＲに努めた。また施設内のチケットセンターにおいて、催事情報の提供、チケ

文化に接する機会や地域興隆を促進する催事等の場を提供することにより、芸術文化の振興と

コミュニティの醸成を図り、もって豊かな市民生活の形成と地域社会の発展に寄与する。

２．事　　業

（１）公益目的事業

　各種文化催事を企画・実施し、芸術文化の振興を図る事業を行うとともに、施設を文化芸術

平成２６年度（公財）川口総合文化センター事業報告書

１．基本方針

　公益財団法人川口総合文化センター（以下、「財団」という。）は、質の高い様々な芸術・



・主催事業

　財団が様々な芸術家及び芸術文化団体との協働により、創造的で質の高い芸術文化の効率

的かつ効果的な事業の提供を行った。

川口駅前キュポ・ラ広場

310
キュポ・ラ市場 川口少年少女ミュージカル団

３月８日（日）
 　「ミニミニピーター」 松山 雅彦（脚本・演出）

15：00開演

④芸術文化鑑賞・交流事業（主催公演事業）

エコミラ江東

39
（２回）

特定非営利活動法人 地球船クラブ 主催
１月１０日（土）

　ボクたちの「自然との共生」プロジェクト 川口少年少女ミュージカル団（賛助出演）

１月１７日（土）
　　ごみリサイクル体験会 松山 雅彦（脚本・演出）

各日とも
　　　ミュージカル「 ウィズ 」

15：00開演

催し広場

130
川口少年少女ミュージカル団 川口少年少女ミュージカル団

９月５日（金）
　２０１４発表会 「 ウィズ 」 松山 雅彦（脚本・演出）

18：30開演

催し広場 川口少年少女ミュージカル団 川口少年少女ミュージカル団 

272
（２回）

５月２１日（水）  （Ｇ３・Ｇ４クラス）

　Ｇ３・Ｇ４クラス発表会 「 オズ 」18：00/19：45開演 松山 雅彦（脚本・演出）

・川口少年少女ミュージカル団の育成

　小学４年生から大学生までの約４０名が在籍し、週３回、演技、ダンス、歌の練習を行っ

ており、発表会及び出張公演を実施した。

会　場・日　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

③文化創造・育成事業（自主公演事業）

　青少年による主体的な芸術文化活動を促進し、川口市の芸術文化を支える裾野を拡大する

ことを目的に、平成２年７月の施設開館時に、「川口少年少女ミュージカル団」を創立し、

以来、メインホール等において、随時ミュージカル公演を実施している。

人に対し、その活動費の一部を助成することにより地域文化の振興を図った。

　川口市書道連盟　　他　２３件　　１，５１５，０００円



 　

15：00開演 　“ 華麗なる３大交響曲 ” 新日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽） 100%

高橋 淳（テノール）　谷 友博（バリトン）

川口第九を歌う会（合唱）

１月１８日（日） ニューイヤーコンサート２０１５ 梅田 俊明（指揮） 1584/1584

垣内 悠希（指揮）

東京交響楽団（管弦楽）

１２月２０日（土） 光岡 暁恵（ソプラノ） 1433/1590
リリア第九演奏会

15：00開演 清水 華澄（メゾ・ソプラノ） 90%

上原 ひろみ（ピアノ）
１２月１６日（火） 上原 ひろみ ザ・トリオプロジェクト 1954/1954

アンソニー・ジャクソン（ベース）

19：00開演 　「ALIVE」JAPAN TOUR 2014 100%
サイモン・フィリップス（ドラム）

東京バレエ団
８月５日（火） 東京バレエ団 1130/1287

　子どものためのバレエ
14：00開演 川口市内バレエ教室より子役１２名 88%

 　「ねむれる森の美女」

７月１０日（木） 1358/1494
フランス国立リヨン管弦楽団 フランス国立リヨン管弦楽団（管弦楽）

19：00開演 91%
五嶋 龍（ヴァイオリン）

三、 一本刀土俵入 1787/2002

89%

レナード・スラットキン（指揮）

13：00/18：00開演 二、
四代目 市川 猿之助

襲名披露 口上 市川 中車、片岡 秀太郎　他 夜の部
九代目 市川 中　車

昼の部

松竹大歌舞伎 1940/2002

６月２７日（金） 一、 太閤三番叟 市川 亀治郎 改め 市川 猿之助、 97%

ａ．メインホール　１０事業　１１公演

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

髙橋 真梨子

髙橋 真梨子
６月８日（日） 1932/1932

　MARIKO TAKAHASHI CONCERT Vol.38’2014
17：30開演 100%

　 『 Adultica 』

東京スカパラダイスオーケストラ

東京スカパラダイスオーケストラ
５月１７日（土） 1934/1934

　25th Anniversary HALL TOUR
18：00開演 100%

　　SKA ME CRAZY



リリア・ワンコイン・コンサート
９月２７日（土） 鷲見 恵理子（ヴァイオリン） 600/600

　鷲見 恵理子
14：00開演 小川 由希子（ピアノ） 100%

　　ヴァイオリン・リサイタル

石田 泰尚（ヴァイオリン）

９月１３日（土） 石田 泰尚 ＆ 石田組 440/600
石田組（弦楽アンサンブル）

15：00開演 　～ヴィヴァルディの四季（全曲）～ 73%
水永 牧子（チェンバロ）

リリア・アフタヌーンコンサート
９月９日（火） 467/600

　アンドリュー・フォン・オーエン アンドリュー・フォン・オーエン（ピアノ）

14：00開演 78%
　　ピアノ・リサイタル

クラシックＮＯＷ ～いま、注目の演奏家たち～
７月２４日（木） 日下 紗矢子（ヴァイオリン） 245/600

　Vol.1　日下 紗矢子
19：00開演 日下 知奈（ピアノ） 41%

　　ヴァイオリン・リサイタル

18：30開演 　ＭＩＫＡＫＯ シャンソン・コンサート 高島 正明（ピアノ） 100%

99%

ベスト・クラシック・プレミアム
６月１２日（木） 590/600

　アリス＝紗良・オット アリス・紗良・オット（ピアノ）

19：00開演 98%
　　ピアノ・リサイタル

６月５日（木） 前橋 汀子（ヴァイオリン） 591/600
前橋 汀子 名曲コンサート

18：30開演 松本 和将（ピアノ）

６月２０日（金） リリア・ワンコイン・コンサート ＭＩＫＡＫＯ（歌） 600/600

ｂ．音楽ホール　８事業　１８公演　

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

樋口 達哉（テノール）

５月１１日（日） リリア音楽ホールで聴く 125/600
嘉目 真木子（ソプラノ）

15：00開演 　樋口 達哉 母の日に贈る歌 21%
金井 信（ピアノ）

エサ＝ペッカ・サロネン（指揮）

３月５日（木） 946/1494
フィルハーモニア管弦楽団 フィルハーモニア管弦楽団（管弦楽）

19：00開演 63%
ヒラリー・ハーン（ヴァイオリン）

２月２１日（土） 1224/1328
リリア寄席　花形落語三人会 柳家 花緑、林家 たい平、三遊亭 白鳥

17：00開演 92%



576/600

58%

346/600

71%

426/600

484/600

81%

98%

588/600

55%

327/600

73%

435/600

45%

267/600

96%

３月１７日（火） リリア・ワンコイン・コンサート
ＳｋｙＬａ（インスト・バンド） 403/576

　ＳｋｙＬａ ＆ 寿和 ＬＩＶＥ
18：30開演 寿和（オカリナ） 70%

　　～心を癒すインストゥルメンタル・サウンド～

３月４日（水） 華麗なる二人の歌姫 森 麻季（ソプラノ）

森 麻季 ＆ 林 美智子 林 美智子（メゾ・ソプラノ）

19：00開演 ハートフル・コンサート 山岸 茂人（ピアノ）

２月２５日（水） リリア・ワンコイン・コンサート アウラ・ヴェーリス

　アウラ・ヴェーリス 　林 そよか（編曲/ピアノ）

19：00開演 　～ チェロとピアノで聴くひばりメロディー ～ 　林 はるか（チェロ）

２月７日（土） リリア・アフタヌーンコンサート 北川 翔（バラライカ）

14：00開演 　北川 翔　～哀愁のバラライカ 大田 智美（アコーディオン）

リリア・アフタヌーンコンサート
１月２４日（土） 福川 伸陽（ホルン）

　福川 伸陽 ＆ 三浦 友理枝
14：00開演 三浦 友理枝（ピアノ）

　　デュオ・リサイタル

田代 万里生（テノール）

１２月２３日（火・祝） リリア音楽ホールで聴く
湯浅 桃子（ソプラノ）

15：00開演 　田代 万里生のクリスマス2014
坂下 忠弘（バリトン）　他

１２月１１日（木） クラシックＮＯＷ ～いま、注目の演奏家たち～
小菅 優（ピアノ）

19：00開演 　Vol.3　小菅 優 ピアノ・リサイタル

ベスト・クラシック・プレミアム アラベラ・美歩・シュタインバッハー
１２月６日（土）

　アラベラ・美歩・シュタインバッハー 　　　　　　　　　　　　（ヴァイオリン）

14：00開演
　　ヴァイオリン・リサイタル ロベルト・クーレック（ピアノ）

坂本 朱（メゾ・ソプラノ）
１１月２９日（土） リリア・アフタヌーンコンサート

ロベルト・マリア・クチノッタ
14：00開演 　坂本 朱 メゾ・ソプラノ リサイタル

　　　　　　 （オルガン・ピアノ）

１０月２６日（日） クラシックＮＯＷ ～いま、注目の演奏家たち～ 小林 沙羅（ソプラノ） 379/600

15：00開演 　Vol.2　小林 沙羅 ソプラノ・リサイタル 森島 英子（ピアノ） 63%



50%

298/600

69%

1187/1722

96%

936/976

52%

14：00開演
ローズ オブ カイロ　　他

食改・童謡を歌う会

日本のうた・童謡を歌う会

木村 カスミ
音楽ホール

小笠原 ヤスミーナ 324/568
７月２７日（日） 木村 カスミ ベリーダンス公演

小林 Ｌｉｅｎ 57%

坂入 恵美

音楽ホール 坂入 真紀
～子どもから大人まで楽しめる～

７月２６日（土） 川口市少年少女合唱団
　坂入姉妹 童謡ふれあいコンサート

14：00開演

メインホール 阿川 泰子

７月２７日（日） サマージャズ in リリア 山中千尋トリオ

15：00開演 野口久和 ザ・ビッグバンド

メインホール ラインフェルデン‐エヒタディンゲン
「ラインフェルデン‐エヒタディンゲン

７月２６日（土） 音楽学校オーケストラ
音楽学校オーケストラ」交流コンサート

14：00開演 青木フィルハーモニー吹奏楽団

　平成３年度から海外の音楽団体等を招聘し、ホームステイ等により地域交流を図り、ボラ

ンティア・地域団体と連携し、また企業等の協賛も得て「川口国際文化交流フェスティバル」

を実施している。

　２６年度は、ドイツより「ラインフェルデン‐エヒタディンゲン音楽学校オーケストラ」

を招聘し、川口市内の音楽団体との交流コンサート等を実施した。

会　場・日　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

ｄ．川口国際文化交流フェスティバル２０１４

古藤田 みゆき（ピアノ）

19：00開演 76%
第２夜  櫻田 亮 國土 潤一（構成・お話）

リリア“歌の花束” 鈴木 准（テノール）

３月６日（金） 71/136
テーマ《リリア版三大テノール 》

103/136
リリア“歌の花束” 櫻田 亮（テノール）

１０月３１日（金）
テーマ《リリア版三大テノール 》

山口 佳代（ピアノ）

19：00開演
第３夜  鈴木 准 國土 潤一（構成・お話）

ｃ．催し広場　　１事業　　３公演

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

リリア“歌の花束” 吉田 浩之（テノール）

８月２９日（金） 101/136
テーマ《リリア版三大テノール 》 丸山 滋（ピアノ）

19：00開演 74%
第１夜  吉田 浩之 國土 潤一（構成・お話）



1934/1934

入場者数

61%

1201/1964

100%

1886/1886

100%

1950/1950

100%

延2337

７月７日（月）
吉田 拓郎 ＬＩＶＥ 2014

1952/1952

18：30開演 100%

７月２１日（月・祝）
夏のお笑いフェスティバル　週末よしもと in 川口

2900/4004

11：30/14：00開演 72%

５月２３日（金） リチャード・クレイダーマン　2014

18：30開演 　with ストリングス・トリオ ＆ パーカッション

４月１２日（土）
井上 陽水  氷の世界ツアー2014

17：30開演

４月２６日（土）
live image 14 quatorze

16：00開演

日　　時 事　業　名

４月３日（木）
ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ  40th Anniversary 2014 Genesis

18：30開演

18:00～ みこしパレード ・３台のみこしでのパレード。

・共催事業

　幅広い種々の文化事業を実施するため、催事を誘致し、芸術文化団体等が実施する公演に

対し、その内容を検討のうえ、共催することにより文化振興を図った。

ａ．メインホール　　１５事業　１６公演

延7600

10：00～16：00 　市民ステージ １１団体

10:00～ マーチングバンド ・市内小学校等によるドリル演奏、ダンス等。
リリアパーク

16:00～ 川口わっしょい ・ロック・ソーラン節、太鼓等の演奏。
７月２６日（土）

10：00～18：00 　２７日　川上 博道 ヨーデルコンサート

  ドイツ広場＆市民ステージ
７月２７日（日） 　２８日　伴 真純（ソプラノ）コンサート

10：00/14：00 ２７日　①「黄色いリボン」

　　　　②「終着駅」

展示ホール 　ドイツビールやワイン、パン、ウィ

７月２６日（土） ンナー等を販売。
プロースト！！（乾杯）

司　会：国弘 よう子

催し広場 トーク：岡田 喜一郎、根本 隆一郎

７月２６日（土）
　クラシック・シネ・サロン２０１４

 土田 英一、釜鳴屋、本田 哲朗　他 396/544

10：00/14：00
　「人生に乾杯！！」

２６日　①「禁じられた遊び」 73%

７月２７日（日）
　　　～それぞれの時代によって描かれた人生～

　　　　②「素晴らしき哉、人生！」 （４回公演）

淀川 長治



59%

1159/1966

1322/1966

93%

1834/1966

100%

1890/1890

96%

1278/1336

74%

1308/1758

600/1200

23%

135/600

入場者数

100%

1900/1900

52%

674/1300

67%

により、本市の文化振興に資する事業を実施した。

　文化活動並びに文化振興を推進するため、芸術文化団体等が実施する事業を後援すること

・後援事業

195/600

32%

191/600

50%

19：00開演 　入賞者ガラ・コンサート 33%

１月２５日（日）
工藤 慎太郎 2014/2015 リリースツアー「君に幸あれ」

528/528

15：00開演 100%

１月９日（金）
ウィーン・サロン・オーケストラ　ニューイヤーコンサート 2015

19：00開演

１月２３日（金） 第１４回 ルービンシュタイン国際ピアノコンクール

９月２５日（木）

ルナノバ第６回公演　ロッシーニ「チェネレントラ」９月２６日（金）

各日18：30開演

日　　時 事　業　名

５月１６日（金）
大森 佳織　オルガン・リサイタル

19：00開演

３月１４日（土）
槇原 敬之 コンサートツアー2015

1935/1935

17：00開演 100%

ｂ．音楽ホール　　５事業　　６公演

１月１６日（金）
オペラショウ　歌の華祭

15：00開演

１月３１日（土）
スキマスイッチ ＴＯＵＲ2015　“ＳＵＫＩＭＡＳＷＩＴＣＨ”

18：00開演

１０月５日（日）
ポール・モーリア ラブ・サウンズ・コンサート

14：00開演

１２月２３日（火・祝）

グローリー・ゴスペル・シンガーズ　クリスマス☆ゴスペル2014
14：00開演

９月７日（日）
桂 歌丸・三遊亭 円楽　落語特選二人会

14：00開演

１０月４日（土）
ウルフルズ ツアー2014　ＯＮＥ　ＭＩＮＤ ～あついのがすきすぎ～

18：00開演

８月２日（土）
ビリー・ヴォーン・オーケストラ

14：00開演

９月６日（土）
劇団四季『ジーザス・クライスト＝スーパースター』 エルサレムバージョン

17：00開演



・特別文化推進事業

548

90

540

延493

延1154

延1085

昼の部

リリア・プロムナード・コンサート 370/600
７月３日（木） 井上 圭子（監修） 62%

　パイプオルガン無料演奏会
15：00/19：00開演 モニカ・メルツォーヴァ（オルガン） 夜の部

　文化活動並びに文化振興を推進するため、特別文化推進事業として教育・啓蒙プログラム

等の事業を無料で実施した。

井上 圭子（監修） 97%
　パイプオルガン無料演奏会

15：00/19：00開演 石丸 由佳（オルガン） 夜の部

昼の部

リリア・プロムナード・コンサート 388/600
１１月７日（金） 井上 圭子（監修） 65%

　パイプオルガン無料演奏会
15：00/19：00開演 青木 早希（オルガン） 夜の部

　　青木 早希 236/600
39%

延1321

　　石丸 由佳 210/600
35%

昼の部

リリア・プロムナード・コンサート 580/600
３月２１日（土・祝）

（ア）リリア・プロムナード・コンサート

音楽ホール　１事業　６公演

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

　　モニカ・メルツォーヴァ 170/600
28%

１１月２２日（土）
音楽ホール 第２８回　川口市民合唱団　演奏会

16：00開演

９月２８日（日）
音楽ホール 女声合唱団コーロ・ビアンカ３５周年記念コンサート

14：00開演

１０月５日（日） 和　室 第３３回　全国競技かるた東京吉野会大会（Ａ級）

９月４日（木）～
展示ホール 第２３回　こすもす書展

９月７日（日）

オーディション

音楽ホール 第２５回 川口市青少年ピアノコンクール

７月２８日（月）～

７月３０日（水）

本　選

８月６日（水）

５月３１日（土）
催し広場 かわぐち演劇フェスティバル

２４日　鳩ヶ谷公民館・市民センター　２５日　並木公民館14：00/19：00開演

５月２５日（日）～
展示ホール 第１６回　埼玉一水会の人々展

５月３１日（土）

  ７事業

日　　時 会　場 事　業　名 入場者数



55%
330/600

入場者数

メインホール　

ート・ライブ（催し広場）を実施した。

65%

390/600

入場者数

75%
450/600

入場者数

（イ）トリオ・ティエポロ　３人の名手による壮麗な響き

音楽ホール　１事業　１公演

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等）
砂川 涼子（ソプラノ）

９月２日（火） トリオ・ティエポロ 井上 圭子（オルガン）

19：00開演 　～３人の名手による壮麗な響き～ オッタヴィアーノ・クリストーフォリ

　　　　　　　　　　　　（トランペット）

（ウ）埼玉ゆかりの演奏家によるハートフル・コンサート

音楽ホール　１事業　１公演

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等）

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等）

景山 梨乃（ハープ・所沢市在住）

２月１９日（木） 埼玉ゆかりの演奏家による 清水 理恵（ソプラノ・さいたま市在住）

19：00開演 　ハートフル・コンサート 鳥羽 亜矢子（ピアノ・川口市出身）

川口市民オーケストラ弦楽アンサンブル
親子で楽しむコンサート

１１月２日（日） パーカッションバンドＢＡＡＯ
親子で楽しめるミニ・コンサートと

14：00開演 コール・マミーズ
打楽器や弦楽器の楽器体験コーナー

南中学校

音楽ホール　

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

ブラスフェスタ２０１４
１１月２日（日） 新郷小学校、神根小学校、元郷南小学校、 880/1140

川口市内小学校の金管バンドによる
13：00開演 芝南小学校、神根東小学校 77%

合同演奏会

長尾 春花（ヴァイオリン・上尾市在住）

（エ）かわぐち音楽の日

　川口市民をはじめ、誰もが音楽とともに豊かな文化的生活を享受することを願い、１１月

の第１日曜日を「音楽の日」とし、リリアホールを拠点に、音楽フェスティバルを開催した。

　また、下記事業の他、ストリートライブinリリア（２階正面入口前デッキ）、うたごえ広

場（展示ホール）、もう一度聴きたいアナログ音楽専科（催し広場）、ビートルズトリビュ



　施設利用者の便宜を図るため、文化事業に伴う物品販売、受託チケット販売を行うととも

に、飲食サービス、イベント機材貸出を関係業者に委託し実施した。

　施設の貸館事業及び駐車場管理運営事業を行うとともに、施設利用者の便宜を図るため、

物品販売等の利用サービス事業を実施した。

①施設貸館等事業

　施設利用の促進を図るため、リリアの施設を各種団体等の利用に供するとともに、施設に

併設している駐車場の管理運営を行った。

②利用サービス促進事業

⑤補助事業

　市内の多くのアマチュア音楽団体が加盟している川口市民音楽協会並びに、傘下の音楽団

体への助成を行うことにより、地域の音楽文化の振興を図った。

　川口市民音楽協会　　　　１，３００，０００円

（２）収益目的事業


