
平成３１年度事業計画 

 

 長岡リリックホールと長岡市立劇場が芸術文化の拠点施設「みんなのホール(元 芸術顧問 三

善晃氏の提言)」をコンセプトに、芸術文化を通した市民協働事業を展開し、「新しい米百俵」

によるまちづくり、未来を見据えた人材育成を推進します。 

長岡リリックホールを拠点に２２事業２５公演、長岡市立劇場を会場に１３事業１５公演を

開催します。また、様々な会場でワークショップやアウトリーチを開催し、多世代の市民にさ

まざまなジャンルの本物体験の機会を提供します。 

継続事業として、東京フィルハーモニー交響楽団提携事業、劇団文学座地域拠点事業、リリ

ックジュニア育成事業を開催します。 

さらに、新規事業として、「アフィニス文化財団提携事業」、「米百俵未来塾提携事業」、「仲道

郁代プロデュース『三善晃記念 響き合うピアノ』」がスタートします。長岡に息づく「米百俵

の精神」を継承し、「みんなのホールプロジェクト」としてそれぞれの事業を相互に繋げ、市内

外へ発信します。特に、未来を担う子供たちが、地元に居ながらにして芸術文化を体感できる

よう、人づくりの機会と場を広げます。 

 

 事業の実施においては、文化庁等の公的助成金の確保に努めるとともに、県財団、地元企業、

大学等との連携事業を強化し、運営資金の獲得に努めます。また、マスコミやプロモーター等

と連携して質の高い人気公演の招致に努め、限られた予算を最大限に活用します。 

  

≪公益目的事業≫ 

１ 自主文化事業 

市民の幅広いニーズに応え、多彩なジャンルの質の高い芸術文化を創造・鑑賞する機会を

提供するとともに、招聘公演に学生や市民が参加できる曲目を取り入れたり、公演に合わせ

て、舞台上でワークショップを開催するなど、本物体験の場と機会を広げます。 

長岡市立劇場では、「バッティストーニ指揮 東京フィルハーモニー交響楽団長岡特別演奏

会」、「佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・オーケストラ」等の世界的に活躍する指揮者とオーケ

ストラ公演、実力派ポップスコンサート、演劇公演、鼓童等、多彩なジャンルの人気公演を

招聘します。 

長岡リリックホールでは、コンサートホールやシアターの特性を生かして、地元アーティ

ストのリサイタル、０歳からのコンサート、伝統芸能公演等を開催します。 

 

２ 文化活動支援事業 

   事業提携１３年目の劇団文学座、５年目の東京フィルハーモニー交響楽団のノウハウを活

用して、芸術文化による社会包摂型事業を展開します。また、地元のプロアーティストによ

る学校アウトリーチでは、弦楽器体験や合唱指導等、児童生徒との交流を図ります。 

  市民協働による継続事業として、花いっぱい音楽祭やコーラスフェスティバル、リリック・

ジュニアフェスティバル等、地元アーティストや音楽愛好家を支援しながら市民が集うコミ

ュニティづくりを進めます。 

  新規事業として「アフィニス文化財団提携事業」、「米百俵未来塾提携事業」、「仲道郁代プ

ロデュース『三善晃記念 響き合うピアノ』」を開催し、人材育成による芸術文化の底上げを

図ります。 



 

３ 情報収集提供事業及び調査研究事業 

文化情報紙「リリック通信」の発行やチケットをはじめとする各種サービスの提供、資料

の収集と提供を行います。あわせて、事業の企画・実施などの立案に資するための事業研究・

研修を行います。 

 

４ 友の会事業 

会員の勧誘、入会手続き、各種サービスの提供など、「友の会」の運営を行います。 

 

５ 施設提供事業 

地域に根ざした創造的な市民芸術活動を支援するため、芸術文化活動の拠点となる２つの

文化施設（長岡リリックホール及び長岡市立劇場）について指定管理者として管理運営を行

い、芸術文化活動に対して施設の貸与を行います。 

 

≪収益事業≫ 

１ 公益目的以外の施設貸与事業 

長岡リリックホール及び長岡市立劇場について、施設利用者へのサービスの充実を図るた

め、公益目的以外の活動に対しても施設の貸与を行います。 

 

２ 施設利用者に対する付帯サービス事業 

施設利用者の便宜を図り、広く舞台芸術鑑賞の機会を促すため、当財団主催以外の公演に

ついてチケットの受託販売を行います。 

 

 



≪公益目的事業≫

１　自主文化事業

　プロによる質の高い舞台芸術を実施する。

No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容

1
50周年記念ライブツアー
井上陽水コンサート

4/7（日） 1
市立劇場
大ホール

3年ぶりに長岡公演を開催。50周年記念ライブツアー
を長岡からスタート。
（共同主催：ＦＯＢ企画）

2
ファーストアルバムリリース記念
鈴木愛美ソプラノリサイタル

4/20(土) 1
コンサート
ホール

長岡市出身の新進気鋭のソプラノ歌手によるリサイタ
ルを開催。

3 立川談春独演会 5/25(土) 1 シアター
古典落語の名手と評される人気落語家の独演会を開
催。
（共同主催：サンライズプロモーション東京）

4 鈴木雅之コンサート 6/9（日） 1
市立劇場
大ホール

2019年に音楽活動39年目を迎える実力派アーティスト
によるコンサートを開催。
（共同主催：キョードー北陸）

5 めざましクラシックスin長岡 6/16(日) 1
市立劇場
大ホール

ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子とフジテレビアナウンサー・
軽部真一によるカジュアルなクラシックコンサートを開
催。スペシャルゲストに押尾コータロー、ヴォーカルゲ
ストに藤澤ノリマサを迎える。
（共同主催：ＮＳＴ）

6 加山雄三コンサート 6/21(金) 1
市立劇場
大ホール

「海 その愛基金 海洋環境クリーンプロジェクト」設立に
伴いコンサートを開催。
（共同主催：UX新潟テレビ２１）

7
【文学座地域拠点契約事業】

文学座公演vol.13

「ガラスの動物園」
7/11(木) 1 シアター

1945年ブロードウェイでのロングラン公演以来、世界中
で上演され続けているテネシー・ウィリアムズの名作を
上演。

8 春風亭昇太・林家たい平 二人会 7/17（水） 1
市立劇場
大ホール

人気落語家2名による、落語公演を開催。
（共同主催：ＴｅＮＹテレビ新潟）

9 演劇公演「フローズンビーチ」 7/25（木） 1
市立劇場
大ホール

第43回岸田國士戯曲賞を受賞した、ケラリーノ・サンド
ロヴィッチのミステリー･コメディの傑作を上演。
（共同主催：ＮＳＴ）

10
【東京フィル提携事業】

リリック子ども音楽館
0歳からの東京フィルわくわくコンサート

7/28（日） 1
コンサート
ホール

親子で楽しめるオーケストラコンサートを開催。当財団
育成団体であるジュニア弦楽合奏団（リリック・ジュニ
ア・アンサンブル）も出演。

11
リリック子ども音楽館
ミュージカル「ぼくらの夏休み～オバ
ケなんてこわくない！？～」

7/28（日） 1 シアター
リリック・ジュニア・ミュージカルによる、友情をテーマと
したミュージカルを上演。

12
野村万作・萬斎　狂言公演
＆ワークショップ

9/4（水） 1 シアター
野村万作・萬斎による狂言公演を開催。また、小学生
を対象とした「万作の会 狂言ワークショップ」を開催。

13

【東京フィル提携事業】

バッティストーニ指揮
東京フィルハーモニー交響楽団
長岡特別演奏会

9/7（土） 1
市立劇場
大ホール

東京フィルハーモニー交響楽団首席指揮者のアンドレ
ア・バッティストーニ指揮による長岡特別演奏会を開
催。
（協賛：北越コーポレーション株式会社、北越銀行）

14
ユニオンツール クラシックプログラムvol.22

仲道郁代＆堤剛 デュオ・リサイタル
9/13（金） 1

コンサート
ホール

日本を代表する演奏家2名によるデュオ・リサイタルを
開催。
（協賛：ユニオンツール株式会社）

15 小野リサコンサート 9/28（土） 1
コンサート
ホール

日本におけるボサノバの第一人者である歌手、小野リ
サによるコンサートを開催。

16 第6回入船亭扇辰独演会 10/19（土） 2
アオーレ長岡
市民交流
ホールA

長岡市出身の落語家・入船亭扇辰の落語公演を開
催。

平成３１年度　事業計画書一覧表



No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容

17 風間杜夫 ひとり芝居 10/26（土） 1 シアター
風間杜夫の古希を記念して、新作を加えたひとり芝居
平和三部作を三本立て上演。

18 煌めく元宝塚スターたちの競演 10/27(日) 1
市立劇場
大ホール

元宝塚のスターたちによるコンサートを開催。
（共同主催：ＮＳＴ）

19
第17回澤クヮルテット＆ヘンシェル
弦楽四重奏団 ジョイントコンサート

11/17（日） 1
コンサート
ホール

東京藝術大学・学長の澤和樹が率いる、日本トップの
弦楽四重奏団「澤クヮルテット」と傑出した演奏技術を
持つ「ヘンシェル弦楽四重奏団」による演奏会を開
催。

20 鼓童公演 11/30（土） 1
市立劇場
大ホール

佐渡を拠点に日本・世界各地で活躍する鼓童の演奏
会を開催。
（共同主催：ＴｅＮＹテレビ新潟）

21
デビュー20周年記念
横坂源 チェロ・リサイタル

12/1（日） 1
コンサート
ホール

国際舞台で活躍する本県出身のチェリスト・横坂源の
ソロリサイタル。

22
きかんしゃトーマス
ファミリーコンサート

12/7（土） 2
市立劇場
大ホール

子どもから大人まで家族で楽しめるファミリーコンサート
を開催。
（共同主催：ＴｅＮＹテレビ新潟）

23
佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会

12/22(日） 1
市立劇場
大ホール

世界的指揮者とオーケストラによる演奏会を開催。
（共同主催：ＴｅＮＹテレビ新潟）

24 演劇公演「グッドバイ」 1月 1
市立劇場
大ホール

第23回読売演劇大賞最優秀作品賞を受賞したケラ
リーノ・サンドロヴィッチの人気演劇作品を上演。
（共同主催：ＮＳＴ）

25
オーケストラ・アンサンブル金沢
with秋山雅史

3/13（金） 1
コンサート
ホール

オーケストラ・アンサンブル金沢と秋山雅史（テノール）
によるコンサート。当財団の「長岡フェニックス合唱団」
が共演する。

26 ポップス系コンサート 調整中 ―
市立劇場
大ホール

マスコミ等とタイアップした公演を開催。

27 クラシック系コンサート 調整中 ―
コンサート
ホール

マスコミ等とタイアップした公演を開催。

28 （自主文化事業共通経費） ― ― ― イベントガイド印刷代、ダイレクトメール送付代等

２　文化活動支援事業

No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容

1
【東京フィル提携事業】

東京フィルアウトリーチ
コミュニティコンサート

5月～10月 10
市内コミュニ
ティセンター
等

東京フィルハーモニー交響楽団の団員が、コミュニティ
センターを中心に市民の身近な場所を会場に交流コ
ンサートを開催。

2
【文学座提携事業】

演劇活性化事業
通年 ― スタジオ等 文学座の演劇ワークショップやアウトリーチを実施。

3

【リリックジュニア育成事業】

熱中！感動！夢づくり教育

ジュニア育成事業
（長岡少年少女合唱団）

通年 ― スタジオ等 長岡少年少女合唱団の活動支援と演奏会開催。

4

【リリックジュニア育成事業】

熱中！感動！夢づくり教育

ジュニア育成事業
（ジュニアミュージカル）

通年 ― スタジオ等
ジュニアミュージカルの活動支援とワークショップ等を
開催。

　人材育成事業やアウトリーチ活動、ワークショップ等を継続的に開催する。



No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容

5

【リリックジュニア育成事業】

熱中！感動！夢づくり教育

ジュニア育成事業
（ジュニアストリングオーケストラ）

通年 ― スタジオ等
ジュニア弦楽合奏団（リリック・ジュニア・アンサンブル）
の活動支援とステージ公演を開催。

6 長岡フェニックス合唱団育成事業 通年 ― スタジオ等
高校生以上の公募により結成した合唱団の活動支
援。

7 花いっぱい音楽祭支援事業 5/26（日） 1
コンサート
ホール

「長岡市花いっぱいフェア」に併せて音楽祭を開催。
（主催：花いっぱい音楽祭実行委員会）
（共催：長岡市花いっぱいフェア開催協議会）

8 歌舞伎公演「太刀盗人」 7/24（水） 2 シアター
歌舞伎の楽しみ方をワークショップ形式で体験できる
ほか、名作「太刀盗人」を上演。

9
熱中！感動！夢づくり教育

地元アーティスト学校アウトリーチ
7月～9月 8

市内
小中学校

地元で活動するアーティストが、市内の小中学校に出
向いてコンサートやワークショップを開催。
（共同主催：長岡市教育委員会）

10
仲道郁代プロデュース
「三善晃記念 響き合うピアノ」

10月・3月 1
コンサート
ホール

元芸術顧問で作曲家の故 三善晃氏が企画されたマ
スタークラスとコンサートを併設した人材育成事業を、
仲道郁代プロデュースの下、13年ぶりに開催。
（共同主催：一般社団法人 音楽がヒラク未来）

11
【米百俵未来塾提携事業】

劇団「文学座」ドラマ・ワークショップ
11/10（日） ―

さいわいプラ
ザ

長岡市米百俵財団等と連携し、演劇的手法を生かし
た人材育成事業を開催。

12
【アフィニス文化財団提携事業】

アフィニス夏の音楽祭２０１９長岡

8/19（月）
～

8/25（日）
2

リリックホール
アオーレ長岡
等

世界的な演奏家や国内プロオーケストラの選抜メン
バーが長岡に集い、音楽を創り上げていくセミナー音
楽祭を開催。地元ならではの「音楽交流プログラム」を
展開。
（主催：アフィニス夏の音楽祭実行委員会、（公財）ア
フィニス文化財団）

13
熱中！感動！夢づくり教育

劇団四季 夢づくりミュージカル事業
10/18（金） 2

市立劇場
大ホール

市内小学6年生を招待する劇団四季のミュージカル公
演を実施。
（共同主催：長岡市教育委員会、劇団四季）

14
第18回リリックホール
コーラスフェスティバル

12/8(日) 1
コンサート
ホール

地元で活動しているコーラスグループを幅広く募集し
て歌の祭典を開催。
（共同主催：長岡市音楽文化協会）

15 リリック・ジュニアフェスティバル2019 12/15(日) 1
コンサート
ホール

地元で音楽を学んでいる子供たちが、日ごろの練習
の成果を発表する演奏会。
（共同主催：長岡音楽指導者の会）

16 リリックママコンサート 調整中 1 第1スタジオ
平日の日中に、子育て世代の親子を対象に芸術鑑賞
の機会を提供。

17 リリックホワイエコンサート 調整中 1 ホワイエ
長岡リリックホールの優れたロケーションを活用した、
気軽に足を運べるコンサートを開催。

18 1日限りの吹奏楽部in長岡 3/15(日) 1
ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ
全館

楽器演奏者の掘り起しや吹奏楽を一緒に演奏するこ
との楽しさを体験できる機会を提供することを目的に、
参加型コンサートを開催。

19 アンサンブル・リリック支援事業 通年 ― ―
平成23年度まで開催してきた弦楽講習会の有志がア
ウトリーチコンサートを実施。その練習会場を支援。

20 市民芸術文化活動助成事業
7月、1月に

公募
― ―

地域に根ざした市民の自主的な芸術文化活動に対し
て､活動経費の一部を助成｡

21 青少年招待事業 通年 ― ―
財団が主催して行う公演に､市内の小中高校生を無
料で招待する｡

22 （文化活動支援事業共通経費） ― ― ― 消耗品代、事業チラシ印刷代等



３　情報収集提供事業及び調査研究事業

　文化情報誌「リリック通信」の発行、「情報ラウンジ」の運営や事業研究を行う。　　

事業名 期　間

リリック通信発行
通年

（月刊）

情報ラウンジ運営 通年

事業研究･研修等 通年

４　友の会事業　

　「リリック友の会」の運営を行う。　　

事業名 期　間

友の会運営 通年

５　施設提供事業

　長岡リリックホール及び長岡市立劇場において、芸術文化活動（公益目的）に対して施設の貸与を行う　　

施設名 期　間

長岡リリックホール 通年

長岡市立劇場 通年

６　その他

経費名

公益目的事業共通経費

≪収益事業≫

１　公益目的以外の施設貸与事業

　長岡リリックホール及び長岡市立劇場において、公益目的以外の活動に対して施設の貸与を行う　　

施設名 期　間

長岡リリックホール 通年

長岡市立劇場 通年

内　　容

【継続事業】財団自主事業についての宣伝・報告や、リリックホールの貸館を
含めたスケジュールの広報を行う。
（毎月4,000部程度発行）

【継続事業】チケットサービス、芸術関係資料の収集と提供を行う。

【継続事業】会員勧誘、入会手続き、サービス提供等を行う。
　　　　 　　　平成31年3月15日現在　会員数：1,201人
　　　　　　　　（参考：平成30年3月末　会員数：881人）

【継続事業】事業の企画、実施に要する研究、職員研修等を行う。

内　　　　容

内　　　　容

内　　　　容

内　　　　容

長岡リリックホール及び長岡市立劇場において、施設利用者へのサービスの
充実を図るため、公益目的以外の活動に対しても施設の貸与を行う。

アドヴァイザー報酬、役員報酬、職員人件費のうち、法人会計からの配賦分

地域に根ざした創造的な市民芸術活動を支援するため、芸術文化活動の拠
点となる２つの文化施設（長岡リリックホール及び長岡市立劇場）について、
指定管理者として管理運営を行い、芸術文化活動に対して施設の貸与を行
う。



２　施設利用者に対する付帯サービス事業

　当財団主催以外の公演についてチケットの受託販売を行う。　

事業名 期　間

付帯サービス事業 通年

３　その他

経費名

収益事業共通経費

内　　　　容

職員人件費のうち、法人会計からの配賦分

内　　　　容

施設利用者の便宜を図り、広く舞台芸術鑑賞の機会を促すため、当財団主
催以外の公演についてチケットの受託販売を行う。
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