
平成２９年度事業計画 

 

 平成２９年度は、財団設立２１年、長岡リリックホール開館２１年の新たな一歩を迎えます。

長岡リリックホールが芸術文化の拠点施設「みんなのホール」として、地域の特性を活かして、

幅広い年齢層の市民が多彩なジャンルの芸術を体感できる機会を提供し、長岡モデルの地方創

生を实践します。 

音楽部門では、事業締結３年目となる東京フィルハーモニー交響楽団との「東京フィル提携

地域文化創造プロジェクト」を拡充し、１０事業３０公演開催します。０歳から高齢者まで多

世代の市民と音楽の力で交流し、芸術文化による社会貢献に努めます。 

東京フィルの名誉音楽監督に就任した世界的指揮者チョン・ミョンフンによる「東京フィル

長岡特別演奏会」を皮切りに、人気の「リリック子ども音楽館・東京フィルわくわくコンサー

ト」を２公演、公募による長岡フェニックス合唱団との「ベートーヴェン『合唱幻想曲』演奏

会」をリリックホールで開催します。さらに、小学５年生と中学２年生全員の東京フィルステ

ージ招待公演は、アオーレ長岡のアリーナで開催します。中学生は前日、リリックホール全館

３０会場で、中学校吹奏楽部員を対象に東京フィル楽団員による楽器ワークショップを開催し

ます。翌日の公演では、吹奏楽部員と東京フィルがアリーナで共演します。また、アウトリー

チコンサートでは保育園や小中学校、支所地域やコミュニティセンター等、地域と密接な様々

な会場で積極的に音楽交流を図ります。 

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。

演劇鑑賞事業のほか、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。 

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とジュニア弦楽アンサンブ

ルは「リリック子ども音楽館」で東京フィルハーモニー交響楽団と共演し、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、当財団マネジメントアドヴァイザーの衛紀生氏の助言を得ながら、

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、県財団、地元企業、

大学や美術館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

提供するため、２５事業３０公演を实施します。 

世界的に活躍するピアニスト「反田恭平」、ソプラニスト「田中彩子」、故・三善晃氏プロ

デュースのリリック事業「響き合うピアノ」出身のオルガニスト「鈴木優人」など、世界が

注目する若手一流アーティストを県内で初めて招聘します。また、太鼓集団「DRUM TAO」、

アコーディオニスト coba とフラメンコギターの沖仁によるスペシャルコンサート、人間国

宝・野村万作と萬斎による「万作の会」狂言、人気落語家独演会など、市民要望の多い公演

を積極的に实施します。 

さらに、社会的地域包摂をコンセプトに、公演招聘に加えた事業を实施します。越後長岡



応援団の沢田知可子による新潟少年学院慰問コンサート、デビュー３０周年の仲道郁代によ

る小学校訪問ワークショップ、万作の会による能舞台での小学生狂言ワークショップなど、

实力派アーティストの協力により本物体験の場と機会を広げます。 

 

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」「小中学校わくわくコンサー

ト」「コミュニティコンサート」を实施します。楽団員は、過去２年間の实績を活かして東

京フィルのコンサートマスター、首席奏者を中心に構成し、フルート三重奏、金管五重奏、

弦楽八重奏など、様々な会場で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。 

  市民芸術文化活動助成事業では、文化団体の周年事業や地元若手アーティストを招聘する

实行委員会等、市民のニーズに応じて、地域に根ざした自主的な芸術文化活動を支援します。 

   

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長岡リ

リックホール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。 

また、長岡市立劇場については、29年度も引き続き改修工事により休館となるため、指定

管理者として施設の一部管理は行いますが、施設の貸与は行いません。 

 

≪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≫　　４０６，３６５千円

１　自主文化事業　　８５，１００千円

　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

沢田知可子
30th Anniversary Concert
～こころ唄～in 長岡

4/8（土） 1 シアター
越後長岡応援団として長岡市に縁のある沢田知可
子の長岡特別コンサートを開催。

沢田知可子慰問コンサート 4/9（日） 1 新潟尐年学院
コンサート翌日に沢田知可子による新潟尐年学院で
の慰問コンサートを開催。

DRUM TAO LIVE 2017 4/13(木) 1 シアター
世界的に活躍する和太鼓エンターテインメント集団
の長岡初公演を開催。
（共同主催：サンライズプロモーション北陸、NST）

20

入船亭扇辰独演会 6/17(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。

550

TSUKEMEN LIVE 2017 6/18（日） 1
コンサート
ホール

全員が音楽大学出身で作曲も手掛ける２ヴァイオリ
ンとピアノのインストゥルメンタル・ユニットのコンサー
トを開催。
（共同主催：サンライズプロモーション北陸、NST）

20

森麻季＆鈴木優人
オルガンとソプラノの調べ

6/30(金) 1
コンサート
ホール

「日本で最も美しい歌声」と称賛される森麻季と鍵盤
奏者のみならず、指揮者や作曲家として活躍する鈴
木優人による、長岡オリジナルコンサートを開催。

2,540

That's が～まるちょばSHOW!
＋ロッケンロールペンギン

7/7(金) 1
コンサート
ホール

パントマイムのサイレントコメディー・デュオによる長
岡公演を開催。
（共同主催：FOB）

0

第15回 澤クヮルテットコンサート
～歌曲王シューベルトの真髄をうた
う～

7/15(土) 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」による演奏会を
オール・シューベルトプログラムで開催する。

1,390

反田恭平ピアノ・リサイタル2017
全国縦断ツアー

7/21（金） 1
コンサート
ホール

世界的に活躍する若手天才ピアニストによる全国ツ
アー長岡公演を開催。
（共同主催：サンライズプロモーション東京、NST）

0

【東京フィル提携事業】

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

7/29（土） 1
コンサート
ホール

東京フィルの名誉音楽監督・世界的トップマエストロ
のチョン・ミョンフンと豊かな音楽性を兼ね備えたピア
ニスト・清水和音を迎え、長岡特別演奏会を開催。

16,000

【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
②0歳からの東京フィルわくわくコンサート
　　               ～with 長岡の子ども達～

8/6（日） 2
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。②に
は当財団育成団体である長岡尐年尐女合唱団、
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。

6,400

はじめての落語 8/19（土） 1
コンサート
ホール

新潟出身の三遊亭白鳥による怪談落語を開催。
（助成：公益財団法人新潟県文化振興財団）

1,300

【文学座提携事業】
文学座公演
「大空の虹を見ると私の心は躍る」

9/10（日） 1 シアター
鄭義信が1999年に文学座に書き下ろした作品を、
松本祐子による演出で上演。

3,190

野村万作・萬斎
狂言公演＆ワークショップ

9/13（水）
9/14（木）

2 シアター
野村万作・萬斎による狂言公演を2日間開催。また、
市内小学5年生を対象とした万作の会狂言ワーク
ショップを開催。

5,540

英国女王陛下の近衛軍楽隊 9/24（日） 1
アオーレ長岡
アリーナ

バッキンガム宮殿を守る英国女王陛下の近衛軍楽
隊が、勇壮なマーチング公演をアリーナで開催。
（共同主催：NST）

0

cobaスペシャルライブ
featuring 沖仁 in長岡

9/26(火) 1 シアター
世界で活躍するデビュー25周年を迎えたアコーディ
オニストのcobaとフラメンコギターの沖仁による長岡
特別公演を開催。

4,828

夏川りみコンサート 9/30（土） 1 シアター
沖縄県石垣市出身で透明感のある歌声の歌手、夏
川りみのコンサートを開催。

3,460
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公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

避難訓練コンサート 10/1（日） 1
コンサート
ホール

みんなの防災フェア2017との連携企画として陸上自
衛隊第12音楽隊による避難訓練コンサートを新潟県
内で初めて開催。
（共同主催：テレビ新潟、長岡市、自衛隊新潟地方
協力本部）

0

田中彩子 ソプラノ・リサイタル2017 10/9（月・祝） 1
コンサート
ホール

類いまれなハイコロラトゥーラ（ソプラノ）で大きな注目
を集める世界的声楽家のソロリサイタルを開催。

3,062

レ・フレール　コンサート 10/14（土） 1
コンサート
ホール

実力派ピアニストで兄弟デュオのレ・フレールによる
特別コンサートを開催。
（共同主催：テレビ新潟）

3,690

演劇公演
「坂の上の家」

10/16（月） 1 シアター
家族の再生をテーマとした、「静かな演劇」の代表作
である傑作を上演。
（制作：可児市文化創造センター）

4,360

ユニオンツール クラシックプログラムvol.20

仲道郁代＆仲道祐子デュオコン
サート

10/21（土） 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、妹でピアニ
ストの仲道祐子による姉妹デュオコンサートを開催。
（協賛：ユニオンツール株式会社）

仲道郁代アウトリーチワークショップ 10/20（金） 2 市内小学校
コンサート前日に仲道郁代のアウトリーチワーク
ショップを開催｡単なる鑑賞型ではなく体験型の内容
を予定。

長岡リリックホール
開館記念日コンサート

11/1（水） 1
コンサート
ホール

長岡リリックホールの開館記念日に地元アーティスト
によるコンサートを開催する。

1,350

【東京フィル提携事業】

東京フィルハーモニー交響楽団
長岡特別演奏会 ベートーヴェン「合
唱幻想曲」

11/12（日） 1
コンサート
ホール

公募による「長岡フェニックス合唱団」が、プロのソリ
スト6名とピアニスト、オーケストラと共演し、ベートー
ヴェンの「合唱幻想曲」を演奏。開府400年プレイベ
ントとして開催。

16,000

藤原真理 チェロコンサート 3/21（水・祝） 1
コンサート
ホール

凛とした自然な生き方が同年代の女性を中心に
圧倒的な支持を集める藤原真理のチェロコン
サートを開催。
（共同主催：テレビ新潟）

0

公演共催事業 未定 1
リリック
ホール

マスコミ等とタイアップした公演を開催する。 0

（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 4,000

２　文化活動支援事業　　４９，１２０千円

(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
7/11（火） ―

ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ
全館

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30会場で各パートに分かれて実
施。リハーサル公開はアオーレ・アリーナで開催。
（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

東京フィル中学生夢づくりコンサート
7/12（水） 2

アオーレ長岡
アリーナ

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
7/13（木） 2

アオーレ長岡
アリーナ

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

調整中 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】

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

調整中 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）

1,860

27,000

　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。

2,780



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】

東京フィルアウトリーチ
コミュニティコンサート

調整中 12
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。

7,600

【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実施。 1,640

【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。 260

【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。

3,580

【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、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。

800

花いっぱい音楽祭 5/28（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）

830

【市民企画公募型事業】

高泉淳子演劇ワークショップ
調整中 ― リリックホール

舞台やテレビ、映画で活躍中の高泉淳子を講師に
招き、初心者から参加できる体感型のワークショップ
を実施。
（企画提案：今井聡）

510

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
調整中 4

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）

900

第16回リリックホール
コーラスフェスティバル

12/10(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

リリック・ジュニアフェスティバル2017 12/17(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

姉妹都市国際音楽交流事業 3/25（日） 1
コンサート
ホール

長岡市と姉妹都市であるホノルルの公立カイザー高
等学校ブラスバンド部と長岡市内の高校吹奏楽部に
よる音楽交流事業を開催。

200

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。

110

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。

170

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。その際、練習場所及
び交通費を支援。

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｡

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 230



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　　１７６，９５７千円

　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 166,084

長岡市立劇場 通年 10,873

６　その他　　９２，９０８千円 (単位:千円）

経費名 事業費

公益目的事業共通経費 92,908

≪収益事業≫　　２０，７１４千円

１　公益目的以外の施設貸与事業　　１６，４４９千円

　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 16,449

長岡市立劇場 通年 0

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
拠点となる長岡リリックホールについて、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。

29年度も引き続き改修工事により休館となるため、指定管理者として施設
の一部管理のみを行う。（施設の貸与は行わない。）

長岡リリックホールにおいて、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。

29年度も引き続き改修工事により休館となるため、指定管理者として施設
の一部管理のみを行う。（施設の貸与は行わない。）

内　　　　容

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

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】会員勧誘、入会手続き、サービス提供等を行う。
　　　　 　　　平成29年3月10日現在　会員数：868人
　　　　　　　　（参考：平成28年3月末　会員数：816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

【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　　４，２６５千円 (単位:千円）

経費名 事業費

収益事業共通経費 4,265

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

内　　　　容
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