
平成２７年度事業計画 

 

 平成２７年度は、翌２８年度の財団設立２０年、さらにその先の未来を見据えて、市民の幅

広いニーズに応え、市民力と地域力を次世代へ引き継ぐため、核となる事業を体系化しました。 

特に、平成２７年３月１２日に東京フィルハーモニー交響楽団(以下「東京フィル」という。)

と事業提携協定を締結し、「東京フィル提携地域文化創造プロジェクト」として、年間を通じて

質の高い事業を行い、幅広い年齢層の市民と東京フィルが音楽を通じて交流し、地域文化を創

造していきます。 

演劇部門では、平成１９年度から「地域拠点契約」を結んでいる劇団文学座と包括的に演劇

事業を展開し、劇団と地域の交流を深めます。 

また、ジュニア育成事業として、「長岡少年少女合唱団育成事業」「キッズミュージカル育成

事業」「ジュニアオーケストラ育成事業」を長岡市教育委員会の“熱中！感動！夢づくり教育”

に位置付け、芸術文化に親しみながら技術向上ができる機会を提供し、次代を担うジュニア世

代の育成を図ります。 

 事業の実施においては、マスコミやプロモーター等と連携して大型公演の招致に努め、限ら

れた予算を最大限に活用します。また、民間企業への支援要請や文化庁等の助成金を獲得する

ことにより、事業財源の確保に努めます。 

 事業立案に当たっては、当財団アドヴァイザーから専門性の高い助言や地域に貢献するため

の財団の役割など意見を伺いながら進めました。 

以上により、文化における「地方創生」の長岡モデルとして、市民協働の推進と個性豊かな

地域文化の発信に努めます。 

 

≪公益目的事業≫ 

１ 自主文化事業 

それぞれのホールの特性に合った幅広いジャンルの質の高い芸術文化を創造・鑑賞する機

会を提供するため、２５事業２７公演を実施します。特に市立劇場では歌舞伎やバレエなど

の大型公演を、リリックホールでは一流アーティストによる室内楽や狂言公演など中規模ホ

ールの特性を生かした質の高い公演を開催します。また、地元若手アーティストを積極的に

起用した事業や幅広い年齢層が気軽に楽しめる事業を実施します。 

 

２ 文化活動支援事業 

  「東京フィル提携地域文化創造プロジェクト」の新規事業として、東京フィルアウトリー

チ（小中学校わくわくコンサート、コミュニティコンサート）を実施します。 

  継続事業として「 東京フィル夢づくりコンサート」を開催し、子供たちに本物の芸術を体

感する機会を提供します。 

  さらに、東京フィルの制作事業として、市民企画提案によるヴェルディ「レクイエム」長

岡演奏会を実施します。公募による長岡フェニックス合唱団が５０回以上の合唱練習を経て

本番に臨む東京フィルとの市民協働による事業です。 

 

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、「情報ラウンジ」の運営として、チケットをはじめ

とする各種サービスの提供、芸術関係雑誌・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≫　　４８６，９３９千円

１　自主文化事業　　１２１，５５０千円

　プロによる質の高い舞台芸術や娯楽性のある公演を実施する。 (単位:千円）

公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

Ｎｏｉｓｍ２ 長岡公演 4/24（金） 1 シアター
りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館専属舞踊集
団の研修生カンパニー「Ｎｏｉｓｍ２」の公演を開催
する。

560

東京フィルハーモニー交響楽団提携記念事業

チョン・ミョンフン指揮
東京フィルハーモニー交響楽団
長岡特別演奏会

5/3(日・祝) 1 市立劇場

【東京フィル提携事業】東京フィル提携事業の
オープニングとして、世界的指揮者であるチョン・
ミョンフンと東京フィルハーモニー交響楽団による
大変貴重なコンサートを開催する。

16,220

ルートヴィヒ・チェンバー・プレイヤー
ズ

5/8(金) 1
コンサート
ホール

新潟県出身のチェロ奏者・横坂源を含む日本の
若手实力派とシュトゥットガルト放送交響楽団の名
手達による室内楽の演奏会を開催する。

1,950

入船亭扇辰 独演会 5/16(土) 1 シアター
長岡市出身の落語家、入船亭扇辰の落語公演を
開催する。

535

中村勘九郎 中村七之助
新緑特別公演2015

5/24(日) 2 市立劇場
中村勘九郎と中村七之助兄弟による歌舞伎公演
を開催する。
（共同主催：TeNYテレビ新潟）

20

鈴木雅之コンサート 6/25(木) 1 市立劇場
デビュー35周年を迎える人気歌手のコンサートを
開催する。

9,530

フィンランド放送交響楽団
首席フルート奏者就任記念

小山裕幾フルートリサイタル
7/11（土） 1

コンサート
ホール

長岡市出身で平成26年からフィンランド放送交響
楽団の首席フルート奏者に就任した小山裕幾のリ
サイタルを開催する。

1,500

リリック子ども音楽館
①0歳からの東京フィルわくわくコンサート
②親子で楽しむ Kids meet Jazz!

7/26（日） 2
コンサート
ホール、
シアター、他

【東京フィル提携事業】親子で楽しめるオーケスト
ラコンサートとジャズのコンサートを实施する。

5,510

アオーレ長岡 J-POPコンサート 9/12（土） 1
アオーレ長岡
アリーナ

アオーレ長岡を会場に、若者に人気のポップアー
ティストのコンサートを開催する。
（共同主催：NPO法人未来創造ﾈｯﾄﾜｰｸｱｵｰﾚ）

35,500

野村万作・萬斎 狂言公演 9/15（火） 1 シアター
人間国宝の野村万作とテレビや映画等でも活躍
する野村萬斎の狂言公演を開催する。

2,480

ユニオンツール クラシックプログラムvol.18

仲道郁代＆川久保賜紀
デュオコンサート

9/25(金） 1
コンサート
ホール

【継続事業】日本を代表するピアニスト・仲道郁代
と川久保賜紀のデュオコンサートを開催する。
(協賛：ユニオンツール(株))

2,860

イ・ムジチ合奏団 10/3（土） 1 市立劇場
世界的に著名なイタリアの室内合奏団の演奏会を
開催する。
（共同主催：TeNYテレビ新潟）

2,020

東京バレエ団
こどものためのバレエ
「ねむれる森の美女」

10/4（日） 1 市立劇場

創立50年の歴史を持つ東京バレエ団の子どもを
対象としたバレエ公演を開催する。併せて、子ども
のためのワークショップを实施する。
（共同主催：新潟県、(公財)新潟県文化振興財団）

6,300

演劇公演「すててこてこてこ」 10/7（水） 1 シアター
实在した三遊亭円朝と円遊の師弟関係を軸に、
明治という新しい時代を奔走する落語家達を描い
た演劇公演を開催する。

4,745

英国女王陛下の近衛軍楽隊
長岡公演

10/17（土） 1 市立劇場
イギリスの衛兵である英国陸軍近衛連隊の吹奏楽
部の演奏会を開催する。
（共同主催：NST）

20

平成２７年度　事業計画書一覧表



公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

リリック室内楽シリーズ

澤クヮルテットのしっくりクラシック
10/30(金) 1

アオーレ長岡
市民交流
ホールＡ

【継続事業】弦楽四重奏団・澤クヮルテットが、室
内楽の魅力を楽しいお話を交えて紹介する。

775

阿木燿子プロデュース・宇崎竜童 音楽監督

フラメンコ「曽根崎心中」 11/6（金） 1 市立劇場
近松門左衛門の心中物の傑作「曽根崎心中」とス
ペインの伝統的舞踊であるフラメンコを融合した舞
台公演を生演奏で開催する。

11,200

文学座公演
「再びこの地を踏まず―異説・野口
英世物語―」

11/29（日） 1 シアター
【文学座提携事業】劇作家マキノノゾミの新作で、
野口英世の後半生を描いた演劇公演を開催す
る。

3,045

松山千春コンサート 11月 1 市立劇場
人気フォークシンガーのコンサートを開催する。
（共同主催：FOB）

20

葉加瀬太郎コンサート 12/4(金) 1 市立劇場
「情熱大陸」等の楽曲で知られる人気バイオリニス
ト・葉加瀬太郎のコンサートを開催する。
（共同主催：キョードー北陸）

20

平原さんちのコンサート 12/6（日） 1 市立劇場
シンガーソングライターの長女aika、歌手の次女平
原綾香、そしてサックス奏者である父親の平原まこ
とのコンサートを開催する。

8,300

リリック室内楽シリーズ

澤クヮルテットコンサート
12/19(土) 1

コンサート
ホール

【継続事業】ピアニストのペーター・レーゼルをソリ
ストに迎え、澤クヮルテットの室内楽コンサートを開
催する。

1,530

新潟県立近代美術館連携事業

山宮るり子 ハープ＆オルガンコン
サート

3/12（土） 1
コンサート
ホール

【継続事業】新潟県立近代美術館の企画展と連携
して、新潟県出身のハープ奏者・山宮るり子のコン
サートを開催する。

1,280

公演共催事業 未定 2
市立劇場、
リリックホー
ル

マスコミ等とタイアップし公演を開催する。 40

長岡リリックホール開館20周年記念
オペラ事業（準備）

通年 ― ―
長岡リリックホールは平成28年に開館20周年を迎
える。その記念事業として制作オペラの上演を予
定し、平成27年度はその制作に着手する。

1,500

（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 4,090

２　文化活動支援事業　　４６，３９５千円

(単位:千円）

公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

アオーレ長岡誕生記念祭事業
5/9(土)
5/10(日)

― アオーレ長岡
【継続事業】アオーレ長岡3周年の記念事業に対
して支援を行う。
（主催：アオーレ長岡誕生記念祭实行委員会）

0

花いっぱい音楽祭支援事業 5/31(日) 1
コンサート
ホール

【継続事業】長岡市「花いっぱいフェア」に併せて
開催する音楽祭に対して支援を行う。
（主催：花いっぱい音楽祭实行委員会）

830

東京フィルアウトリーチ
小中学校わくわくコンサート

6/16（火）
～18（木）

5
市内
小中学校

【東京フィル提携事業】東京フィルハーモニー交
響楽団の団員が、市内の小中学校に出向いてコ
ンサートを開催する。
（共同主催：長岡市教育委員会）

2,180

東京フィルアウトリーチ
コミュニティコンサート

7/9（木）
10/25（日）
～27（火）

6
福祉施設
公共施設等

【東京フィル提携事業】東京フィルハーモニー交
響楽団の団員が、市民が身近な場所を会場に交
流コンサートを行う。

1,320

船橋洋介プロデュース
ジュニア音楽活性化事業

6～9月 ―
市内
小中学校

【継続事業】当財団音楽アドヴァイザーの船橋洋
介が、市内小中学校の児童、生徒及び指導者を
対象に、学校に出向き合唱の指導を行う。

400

　小中学生対象のアウトリーチ活動や、ワークショップを継続的に開催するほか、市民参加の企画公募型事業
を行う。



公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

衛紀生プロデュース
演劇活性化事業

6～H28.3月 ― スタジオ、他
【文学座提携事業】文学座の演劇ワークショップを
实施する。

2,005

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィル夢づくりコンサート事業
7/7（火）
7/8（水）

2 市立劇場

【東京フィル連携事業】7/8に市内全小学5年生を
招待する東京都フィルハーモニー交響楽団の演
奏会を開催する。前日7/7に中学生を対象とした
楽器ワークショップと公開リハーサルを实施する。
（共同主催：長岡市教育委員会）

12,000

地元アーティスト学校アウトリーチ 7～9月 4
市内
小中学校

【継続事業】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を開催する。
（共同主催：長岡市教育委員会）

1,120

リリック演劇祭vol.19
シアターゴーイング

9/5（土）
9/6（日）

2 シアター
【継続事業】長岡市を中心に活躍するアマチュア
劇団の合同公演を開催する。
（企画･運営:シアゴーつくり隊）

390

熱中！感動！夢づくり教育

劇団四季がやって来る！
夢づくりミュージカル事業

10/19(月) 2 市立劇場
【継続事業】市内全小学6年生を招待する劇団四
季のミュージカル公演を实施する。
（共同主催：長岡市、長岡市教育委員会、劇団四季）

20

市民企画公募型事業

ヴェルディ「レクイエム」長岡演奏会
11/22(日) 1 市立劇場

【東京フィル連携事業】東京フィルハーモニー交
響楽団と長岡フェニックス合唱団250人による演奏
会を開催する。
企画提案：長岡市民合唱団

18,920

第14回リリックホール
コーラスフェスティバル

12/13(日) 1
コンサート
ホール

【継続事業】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する。
（共同主催：長岡市音楽文化協会）

170

ジュニア･リリック･コンサート2015 12/23(水・祝) 1
コンサート
ホール

【継続事業】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機会を提供する。
（共同主催：長岡音楽指導者の会）

600

リリックホワイエコンサート 未定 1 ホワイエ
【新規事業】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
する。

270

リリックママコンサート 未定 1 第1スタジオ
【継続事業】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する。

270

熱中！感動！夢づくり教育

ジュニア育成事業
通年 ― スタジオ、他

【拡充事業】「長岡尐年尐女合唱団育成事業」、
「キッズミュージカル育成事業」、「ジュニアオーケ
ストラ育成事業」として、ジュニアの初心者から指
導育成を行う。
（共同主催：長岡市教育委員会）

3,420

アンサンブル・リリック支援事業 通年 ― ―
【継続事業】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实施する
際、練習場所の提供と交通費の支援を行う。

50

市民芸術文化活動助成事業
7月、1月に

公募
― ―

【継続事業】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する｡

2,000

青尐年招待事業 通年 ― ―
【継続事業】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｡

100

（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 330



３　情報収集提供事業及び調査研究事業　　１，５７０千円

　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。　　 (単位:千円）

事業名 期　間 事業費

リリック通信発行
通年

（月刊）
770

情報ラウンジ運営 通年 210

事業研究･研修等 通年 590

４　友の会事業　　８００千円

　「リリック友の会」の運営を行う。　　 (単位:千円）

事業名 期　間 事業費

友の会運営 通年 800

５　施設提供事業　　２２６，４４４千円

　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　　 (単位:千円）

施設名 期　間 事業費

長岡リリックホール 通年 162,813

長岡市立劇場 通年 63,631

６　その他　　９０，１８０千円 (単位:千円）

経費名 事業費

公益目的事業共通経費 90,180

≪収益事業≫　　６２，６７９千円

１　公益目的以外の施設貸与事業　　５８，６２４千円

　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　　 (単位:千円）

施設名 期　間 事業費

長岡リリックホール 通年 16,118

長岡市立劇場 通年 42,506

内　　　　容

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。

内　　　　容

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

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
ビスの充实を図るため、公益目的以外の活動に対しても施設の貸与を
行う。

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・市
立劇場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】会員勧誘、入会手続き、サービス提供等を行う。

【継続事業】事業の企画、实施に要する研究、職員研修等を行う。

内　　　　容

【継続事業】チケットサービス、芸術関係雑誌の収集と提供を行う。



２　施設利用者に対する付帯サービス事業　　０千円

　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。　 (単位:千円）

事業名 期　間 事業費

付帯サービス事業 通年 0

３　その他　　４，０５５千円 (単位:千円）

経費名 事業費

収益事業共通経費 4,055

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。

内　　　　容

職員人件費のうち、法人会計からの配賦分
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