
平成２８年度事業計画 

 

 平成２８年度は、財団設立２０周年及び長岡リリックホール開館２０周年を迎えます。地域

に根ざした芸術文化の拠点施設として、制作事業や鑑賞事業など２０年の節目となる事業を開

催し、市民協働による市民力と地域力を次世代へ引き継ぐため、新たな一歩を踏み出します。 

音楽部門では、昨年締結した東京フィルハーモニー交響楽団との提携事業「東京フィル提携

地域文化創造プロジェクト」を拡充し、９事業２８公演实施します。 

「東京フィル夢づくりコンサート」は、内容を一新し、小学５年生全員と中学２年生全員を

年代に応じたプログラム内容で東京フィルのステージ公演に招待し、次代を担う子供たちに本

物体験の場を提供します。また、中学校吹奏楽部を対象に「東京フィル夢づくり楽器ワークシ

ョップ」を長岡リリックホール全館で開催します。翌日のコンサートでは、東京フィルと長岡

市歌を共演します。 

さらに、事業提携ならではの世界トップクラスの指揮者や特別ゲストによる演奏会を長岡リ

リックホールで開催します。年間を通じて、幅広い年齢層の市民が東京フィルと音楽を通じた

交流ができるようアウトリーチコンサートを充实させ、音楽の力で地域文化を創造していきま

す。 

また、長岡空襲を題材としたオペラ「てかがみ」を制作します。地元ゆかりのアーティスト

を起用し、長岡リリックホール・シアターのオーケストラピットを活用した質の高い制作オペ

ラを上演します。 

演劇部門では、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实施します。

鑑賞事業のほか、一流の劇団員によるワークショップを行い、劇団と地域の交流を深めます。 

また、ジュニア育成事業では、「長岡少年少女合唱団育成事業」「ジュニアミュージカル育成

事業」「ジュニアストリングオーケストラ育成事業」の３本柱で、芸術文化に親しみながら技術

向上を目指す機会を提供し、演奏会に出演します。長岡少年少女合唱団は昨年の平和交流事業

で繋がりができたホノルル HEARTS 合唱団の来日に合わせて合同演奏会を行います。また、ジュ

ニアミュージカルとジュニア弦楽合奏団(リリック・ジュニア・アンサンブル)は「リリック子

ども音楽館」に出演し、各事業との連携を図りながらジュニア世代の音楽活動の場を広げてい

きます。 

 事業の实施においては、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、文化庁等の助成金を獲得することにより事業財源の確

保に努めるとともに、地元企業や大学、美術館等との連携事業を強化します。 

 以上により、「地方創生」の核となる事業を創造し、長岡の文化力を未来へ繋げていきます。 

 

≪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

提供するため、２１事業２５公演を实施します。特に長岡リリックホールでは、「バッティス

トーニ指揮東京フィルハーモニー交響楽団特別演奏会」や「辻井伸行 加古隆 レ・フレール 

THE PIANIST プレミアムコンサート」など、一流アーティストによるコンサートを２日間開

催します。また、ＮＨＫ公開番組「きらクラ！」や「宝くじおしゃべり音楽館」に採択され、

幅広い年齢層が気軽に楽しめる事業を实施し、公開放送を通して全国に発信します。さらに、

シアターでは、制作オペラ、鼓童、ミュージカル、演劇などを实施します。 



 

２ 文化活動支援事業 

   東京フィルアウトリーチでは、「保育園わくわくコンサート」を新たに加え、「小中学校わ

くわくコンサート」「コミュニティコンサート」を实施し、楽団員が出向いて幅広い年齢層

の市民に年代に応じた一流の音楽を届けます。 

  また、長岡リリックホール開館２０周年記念市民企画公募型事業として、市民提案による

５事業を实施します。市民による实行委員が主体となり、地元演奏家や文化団体と連携しな

がら市民協働による芸術普及事業を推進します。 

 

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、「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・实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≫　　４６２，６４９千円

１　自主文化事業　　１２８，６０３千円

　プロによる質の高い舞台芸術を実施する。 (単位:千円）

公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

井上陽水コンサート 4/7（木） 1 市立劇場
人気シンガーソングライター・井上陽水のコンサー
トを開催。
（共同主催：FOB）

30

入船亭扇辰 独演会 5/14(土) 1
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。

500

佐渡裕指揮
トーンキュンストラー管弦楽団

5/17(火) 1 市立劇場

日本を代表する指揮者・佐渡裕のトーンキュンスト
ラー管弦楽団音楽監督就任記念日本ツアーを招
へい。
（協力：TeNYテレビ新潟）

23,830

【東京フィル提携事業】

東京フィルハーモニー交響楽団
音楽物語「窓ぎわのトットちゃん」
長岡特別演奏会

6/5（日） 1
コンサート
ホール

お話／語り 黒柳徹子と指揮 渡邊一正による音楽
物語「窓ぎわのトットちゃん」を開催。

9,530

ホノルルHEARTS ＆
長岡尐年尐女合唱団
ジョイントコンサート

6/11(土) 1
コンサート
ホール

昨年、ホノルルでの「長岡ホノルル平和交流記念
事業」にて初共演したホノルルの合唱団
「HEARTS」と長岡尐年尐女合唱団のジョイントコン
サートを開催。

1,250

めざましクラシックス in 長岡 6/19(日) 1 市立劇場

バイオリニストの高嶋ちさ子とフジテレビアナウン
サーの軽部真一がプロデュースを行うクラシックコ
ンサートを開催。スペシャルゲストに藤井フミヤを
迎える。
（協力：NST）

7,110

まつりね

祭音2016
6/24(金) 1 シアター

太鼓芸能集団「鼓童」と三宅島芸能同志会による
和太鼓の“音”の競演。
（共同主催：TeNYテレビ新潟）

20

【文学座提携事業】

文学座公演「セールスマンの死」
7/1（金） 1 シアター

半世紀以上に渡り、世界中で上演されるアメリカの
劇作家・アーサー・ミラーの代表作を上演。

3,540

新潟県立近代美術館連携事業

澤クヮルテットコンサート
7/13（水） 1

コンサート
ホール

新潟県立近代美術館で開催される「モネ展」と連
携。絵画の投影とトークを交えた澤クヮルテットの
审内楽コンサートを開催。

1,770

辻井伸行　加古隆　レ・フレール
THE PIANIST！
プレミアムコンサート

7/29（金）
7/30（土）

2
コンサート
ホール

实力派ピアニスト3組が一堂に会する奇跡のス
テージ公演。プレミアム公演として長岡は特別に2
日間開催。
（共同主催：TeNYテレビ新潟）

7,260

【東京フィル提携事業】

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ミュージカル公演

8/7（日） 2
コンサート
ホール、
シアター

親子で楽しめるオーケストラコンサートを開催し、
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。また、当財団
育成団体であるジュニアミュージカルによるミュー
ジカル公演も上演。

4,510

NHK公開番組「きらクラ！」 9/11（日） 1
コンサート
ホール

タレントのふかわりょうとチェリストの遠藤真理が司
会のNHK-FMの人気クラシック番組の公開収録。
（共同主催：長岡市、NHK新潟放送局）

120

演劇公演　日本近代古典傑作選
「お国と五平」「息子」

9/15（木） 1 シアター
谷崎潤一郎と、新劇草創期に中心的役割を果た
した小山内薫の傑作戯曲を上演。

4,350

ユニオンツール クラシックプログラムvol.19

仲道郁代＆ゲヴァントハウス弦楽四
重奏団コンサート

9/30（金） 1
コンサート
ホール

日本を代表するピアニスト・仲道郁代と、世界最古
の弦楽四重奏団・ゲヴァントハウス弦楽四重奏団
のコンサートを開催。

3,710

【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
特別演奏会

10/21（金）
10/22（土）

2
コンサート
ホール

楽団首席実演指揮者で、世界で注目を集める若
手指揮者・アンドレア・バッティストーニが指揮する
特別コンサートを2日間開催。

17,123

平成２８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

長岡リリックホール開館20周年記念日コンサート

響き合う歌声
～長岡の声楽家たち～ｶﾞﾗ･ｺﾝｻｰﾄ

11/1（火） 1
コンサート
ホール

開館記念日に中澤桂氏の顕彰と、オペラ「てかが
み」公演のプレイベントの両面で、日本歌曲を中
心に開催。ゲストとして女声コーラスを招へい。

長岡リリックホール開館20周年記念事業

オペラ「てかがみ」
11/25（金）
11/27（日）

2 シアター
長岡リリックホールの開館20周年を記念し、芸術
監督である池辺晋一郎氏が作曲した長岡空襲を
題材としたオペラ「てかがみ」を制作し上演。

ミュージカル
ザ・デイサービス・ショウ

12/6（火） 1 シアター
現代社会の大きなテーマである介護や看護を題
材としたミュージカル公演を上演。越後長岡応援
団の中尾ミエがプロデュース。

5,020

宝くじおしゃべり音楽館 3/25（土） 1
コンサート
ホール

タレントの清水ミチコ、ピアニスト・作曲家の小原
孝、女優歌手の島田歌穂によるバラエティーに富
んだコンサートを開催。
（共同主催：(一財)自治総合センター）

300

オルガンコンサート 調整中 1
コンサート
ホール

長岡リリックホールのポジティフオルガンを活用し
たコンサートを開催する。

1,500

澤クヮルテットのしっくりクラシック 未定 1
アオーレ長岡
市民交流
ホールＡ

弦楽四重奏団の澤クヮルテットが、审内楽の魅力
を楽しいお話を交えて紹介する。

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 4,630

２　文化活動支援事業　　５３，７９０千円

(単位:千円）

公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

【東京フィル提携事業】

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィル夢づくり楽器ワークショップ
6/14（火） ―

ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ
全館
市立劇場

市内中学校吹奏楽部を対象とした楽器ワーク
ショップを、リリック全館で各パートに分かれて实
施。リハーサル公開も行う。
（共同主催：長岡市教育委員会）

【東京フィル提携事業】

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィル中学生夢づくりコンサート
6/15（水） 2 市立劇場

市内全中学2年生を招待する東京フィルハーモ
ニー交響楽団の演奏会を開催。吹奏楽部が東京
フィルと共演。
（共同主催：長岡市教育委員会）

【東京フィル提携事業】

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィル小学生夢づくりコンサート
6/16（木） 2 市立劇場

市内全小学5年生を招待する東京フィルハーモ
ニー交響楽団の演奏会を開催。
（共同主催：長岡市教育委員会）

【東京フィル提携事業】

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィルアウトリーチ
小中学校わくわくコンサート

5/23（月）
～25（水）

5
市内
小中学校

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。
（共同主催：長岡市教育委員会）

1,160

【東京フィル連携事業】

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィルアウトリーチ
保育園わくわくコンサート

6/20（月）
6/21（火）

5 市内保育園
東京フィルハーモニー交響楽団の団員が、市内
の保育園に出向いてコンサートを開催。
（共同主催：長岡市教育委員会）

1,000

【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

6～10月 10 公共施設等
東京フィルハーモニー交響楽団の団員が、市民
の身近な場所を会場に交流コンサートを開催。

2,600

【文学座提携事業】

演劇活性化事業
通年 ― スタジオ、他 文学座の演劇ワークショップを实施。 1,070

【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
（長岡尐年尐女合唱団）

通年 ― スタジオ、他 長岡尐年尐女合唱団の活動支援と演奏会開催。 110

【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、他
ジュニアミュージカルの活動支援とミュージカル制
作。

3,600

24,000

　小中学生対象の招待公演やアウトリーチ活動、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。

32,000



公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

【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スオーケストラ）

通年 ― スタジオ、他
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。

780

【市民企画公募型事業】

花いっぱい音楽祭
5/29（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。
（共同主催：花いっぱい音楽祭实行委員会）
（共催：長岡市花いっぱいフェア開催協議会）

2,120

【市民企画公募型事業】

マチノヒ
7/2（土） 1 シアター

チャールズ・チャップリンが主演した映画「街の灯」
をモチーフとた子どもたちが楽しめる舞台作品を
上演。
（企画提案：N-GLEE）

1,130

【市民企画公募型事業】

種谷睦子マリンバリサイタル
9/3（土） 1

コンサート
ホール

マリンバの第一人者・種谷睦子のリサイタルを開
催。
（企画提案：髙見慶子）

1,260

【市民企画公募型事業】

モーツァルト「レクイエム」演奏会
3/5（日） 1

コンサート
ホール

公募合唱団が、3大レクイエムの一つと称される
モーツァルトのレクイエムを演奏。
（企画提案：長岡混声合唱団）

7,220

【市民企画公募型事業】

リリック・メモリアルオーケストラ演奏会
3/19（日） 1

コンサート
ホール

弦楽器奏者を公募し、ホルストの組曲「惑星」を
オーケストラで演奏。
（企画提案：長岡交響楽団）

2,860

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

5/2（月） 2 市立劇場
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。
（共同主催：長岡市、長岡市教育委員会、劇団四季）

0

リリック演劇祭vol.20
シアターゴーイング

8/27（土）
8/28（日）

4
シアター、
第1スタジオ

長岡市を中心に活躍するアマチュア劇団の演劇
公演を開催。
（企画･運営：シアゴーつくり隊）

620

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
9～10月 6

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を開催。
（共同主催：長岡市教育委員会）

830

第15回リリックホール
コーラスフェスティバル

12/11(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）

170

ジュニア･リリック･コンサート2016 12/18(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）

190

リリックホワイエコンサート 未定 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。

270

リリックママコンサート 未定 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。

270

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实施。その際、練習場
所及び交通費を支援。

50

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｡

2,000

青尐年招待事業 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｡

50

（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 430



３　情報収集提供事業及び調査研究事業　　１，４８０千円

　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）
910

情報ラウンジ運営 通年 210

事業研究･研修等 通年 360

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　　１８５，４７２千円

　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 166,568

長岡市立劇場 通年 18,904

６　その他　　９２，５０４千円 (単位:千円）

経費名 事業費

公益目的事業共通経費 92,504

≪収益事業≫　　３３，４８０千円

１　公益目的以外の施設貸与事業　　２９，２２４千円

　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 16,495

長岡市立劇場 通年 12,729

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宠伝・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。
　　　　 　　　平成28年3月15日現在　会員数：816人
　　　　　　　　（参考：平成27年3月末　会員数：786人）

【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。

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



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　　４，２５６千円 (単位:千円）

経費名 事業費

収益事業共通経費 4,256

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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