チ ケ ッ ト 情 報
公

演 名

チケット状況

公演日時

完売しました

２/ ２８（日）
14:00 開演

市立劇場
大ホール

宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～

完売しました

３/ ２０（土）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

第 40 回 長岡少年少女合唱団 定期演奏会

直接会場へ
お越しください

５/ ２（日）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

入場無料

KERA CROSS 第三弾
「カメレオンズ・リップ」

リリック友の会優先予約
３/ ９（火）
一般発売３/ １２（金）

５/ １５（土）
14:00 開演

市立劇場
大ホール

全席指定
7,500 円

池上英樹＆塚越慎子
マリンバデュオ・コンサート

一般発売２/ ２６（金）

５/ ２２（土）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

全席指定
3,000 円

花いっぱい音楽祭 2021
～第 15 回 コンチェルトのたのしみ～

一般発売４/ ５（月）

５/ ３０（日）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

全席自由
1,000 円

文学座公演
「ウィット」

リリック友の会優先予約
４/ １３（火）
一般発売４/ １６（金）

６/ １９（土）
13:30 開演

リリックホール
シアター

全席指定
3,000 円

大野雄二＆ルパンティックシックス
Lupintic Jazz Night

リリック友の会優先予約
３/ １１（木）
一般発売３/ １６（火）

６/ ２４（木）
19:00 開演

リリックホール
シアター

全席指定
5,000 円

辻井伸行 日本ツアー 2021《ロマン派》

会

場

料

全席指定
S 席 7,700 円
A 席 6,600 円

月
号

全席指定

一 般：2,500 円
高校生以下：1,500 円
（当日券各 500 円増）

令和 3 年２月２５日第２82 号

令和３年度

24 時間
いつでもＯＫ！

インターネット予約

コンビニ決済

発売情報

「カメレオンズ・リップ」
作：ケラリーノ・サンドロヴィッチ 演出：河原雅彦

５/ １５（土）

開場 13：00 開演 14：00
市立劇場・大ホール
全席指定 7,500 円

リリック友の会優先予約 3/9（火）10:00 ～ 18:00
一般発売日 3/12（金）9:00~18:00 ※発売初日は電話予約のみ
出演 :
松下洸平、生駒里奈、
ファーストサマーウイカ、坪倉由幸（我が家）
、野口かおる、森準人、
シルビア・グラブ、岡本健一

2021

長岡リリックホールは、２０２１年に開館２５周年を迎えます。
皆さまにとってより使いやすく、
親しみやすいホールを目指し、
４月から新しいサービスをご提供します。

✿春✿

KERA CROSS 第三弾

インフォメーション
新しいサービスで、もっと「みんなのホール」へ。

2021

金

「チケット販売システム」と「リリック友の会」のリニューアルに伴い、
下記の期間はチケット販売と入会を休止しますので、
ご注意ください。
なお、販売再開および新規入会受付は４月５日（月）からとなります。
■ チケット販売休止期間
…３月２９日（月）～４月４日（日）
■ リリック友の会新規入会休止期間 …３月１１日（木）～４月４日（日）

チケット販売 新システム導入

3

（公財） 長岡市芸術文化振興財団のお知らせ

企画・製作：東宝、キューブ
25th
Anniversary

コンビニ発券

文学座公演

長岡リリックホール
開 館 ２ ５ 周 年 記 念

「ウィット」

TICKET
TICKET

大野雄二＆
ルパンティックシックス
Lupintic Jazz Night

・パソコン、スマホからいつでも
・支払は最寄りのセブンイレブンへ
・お近くのセブンイレブンでその場で
チケットのご予約が可能に！
・予約番号を控えてレジへ Go ！
発券！
・空席状況をリアルタイムで確認し、 ・店頭での面倒な機器の操作は不要です♪ ・会場から遠方のお客様でも安心
お好みの席をお選びいただけます♪
・仕事帰りやお買い物ついでに♪

リリック友の会がリニューアル

リリックｍ.ｃ．(メンバーズクラブ)

に生まれ変わります！

年会費 : ２，
０００円

新橋耐子
メンバーズ特典
・メンバーズ限定の先行販売で良い席をいち早くゲット！
・メンバーズ特別価格でのチケット販売・クーポン券のプレゼント
ほかにも特典を多数ご用意しております♬

新 ・ 季刊誌の発行
1997 年の創刊から 24 年間、ご愛読いただきましたリリック通信は、本号にて発行を終了させていただきます。
長い間、大変ありがとうございました。新年度からは、新たに季刊誌を発行し、公演情報をお伝えします。
【発行】
（公財）長岡市芸術文化振興財団 TEL：0258-29-7715 FAX：0258-29-7722 E-mail：lyric@nagaoka-caf.or.jp
〒 940-2108 長岡市千秋 3 丁目 1356 番地 6（長岡リリックホール内）

富沢亜古

６/ １９（土）

開場 12：45 開演 13：30
リリックホール・シアター
全席指定 3,000 円

リリック友の会優先予約 4/13（火）10:00 ～ 18:00
一般発売日 4/16（金）9:00~18:00 ※発売初日は電話または
インターネット予約のみ

６/ ２４（木）

開場 18：15 開演 19：00
リリックホール・シアター
全席指定 5,000 円

リリック友の会優先予約 3/11（木）10:00 ～ 18:00
一般発売日 3/16（火）9:00~18:00 ※発売初日は電話予約のみ

当財団は、お客様の健康と安全に配慮し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、
政府及び自治体のガイドラインに従い、最大限の対策を講じた上で公演を実施します。

今 月 の 特 集

今 月 の 特 集

長岡リリックホール開館 25 周年

池上英樹 ＆ 塚越慎子
マリンバ×マリンバ
超絶技巧の饗宴

デュオ・コンサート

©Yuji Hori

!!

大野雄二 &

６/ ２４（木）

開場１８：１５/ 開演１９：００

５/ ２２（土）

長岡にはこれまで何度も伺い、
僕の初めてのアウトリーチやコン
サート、スタッフの方々とあれこれ
意見を出し合って作れたのは貴重
な財産です。当時小学生だった子達
が大学生になっているかも？と考
えるとワクワクします！不登校の
Ⓒ T.Oda
学生達が通っている場での時、今ま
で顔を上げれなかった子が楽しそうに見ていた、など
の言葉が今でも残っていて、現在のような状況では逆
にそっと背中を押してくれます。

大野雄二

池上さんの
マリンバをご紹介！
・アダムス製の特注品
・世界初の 5.5 オクターブ
の音域を持つマリンバ♪
・全幅なんと約 2.9 ｍ！

今は注文製作としてカタログに載っていますが、僕が
特注してできた型になります。世界で初めての 5.5 オク
ターブで、2000 年に製作したものです。
塚越さんもヤマハに特注した 5.5 オクターブのマリン
バを持ってきてくださるということで、世界最大のマリ
ンバ２台で創るデュオの世界をどうぞお楽しみに！

Ⓒモンキー・パンチ /TMS-NTV

モンキー・パンチ原作漫画「ルパン三世」のテ
レビアニメや映画のテーマ音楽を数多く手がけ
たピアニスト。高校時代にジャズを独学で学び、
慶応大学在学中に藤家虹二クインテットでジャ
ズ・ピアニストとして活動を始め、40 年以上に
渡って「ルパン三世」シリーズの作曲家として
活躍し、精力的にライブ活動も行っています。

唯一無二の世界観を追求する打楽器界の鬼才
池上英樹と、国内外で数々の賞を受賞し、世
のり こ

界が注目するマリンバ奏者 塚越慎 子 による、

PROGRAM

大野雄二＆
ルパンティックシックス
大野雄二が 2016 年に結成したジャ
ズ・バンド。メンバーはベテラン
の実力派から、新進気鋭の若手アー
ティストが揃った 7 人編成です。

主催：
（公財）長岡市芸術文化振興財団

J.S. バッハ： 主よ人の望みの喜びよ
カイ・ステンスガード： サルサ・メキシカーナ
スティーヴ・ライヒ： ナゴヤ・マリンバ
モーリス・ラヴェル： 道化師の朝の歌
サウル・コセンティーノ： トッカータ・ポルテーニャ
サウル・コセンティーノ： デ・ヌエボ・ジョ
池上英樹： モザイク
アストル・ピアソラ： リベルタンゴ

※発売初日は電話予約のみ

「ルパン三世のテーマ」の生みの親・大野雄二が率いるルパン
ティックシックスが、極上のジャズライヴを開催！最強メンバー
がお届けする究極のサウンドをご堪能ください！

2 台のマリンバで送る至高のプログラム！

モーツァルト（F. サイ編）
： トルコ行進曲

ほか

のり こ

塚越慎子さんからメッセージを頂きました
今回のプログラムは、超絶
技巧作品から心にそっと寄り
添ってくれるバラード作品ま
で、さらにジャンルも、クラ
シック音楽だけでなくジャズ
風の作品、タンゴ作品、ミニ
マルミュージックと、バラエ
Ⓒ Masahiro Hada
ティに富んだ内容になってい
ます。ソロ演奏では、私は 6 本マレットの作品を取
り上げます！
池上さんの素晴らしいアレンジ作品はもちろん、
私の友人でもありタンゴ作曲家の Saúl 氏の作品の日
本初演、世界初演もぜひお聴き逃しなく！

Night

一般発売日
３/ １６（火）
9：00 ～ 18：00

※未就学児入場不可

開場１３：１５ / 開演１４：００
リリックホール・コンサートホール
全席指定３，
０００円

Jazz

Lupintic

※市立劇場・リリックホール
（電話予約のみ）

リリックホール・シアター
全席指定 ５, ０００円

超絶技巧をお見逃しなく！

池上英樹さんよりメッセージを頂きました

リリック友の会優先予約
３/ １１（木）
10：00 ～ 18：00

ルパンティック
シックス

共催：ＴｅＮＹテレビ新潟

「カメレオンズ・リップ」

KERA CROSS
第三弾

５/ １５

（土）

開場１３：００/ 開演１４：００

市立劇場・大ホール
全席指定 ７, ５００円
※未就学児入場不可

リリック友の会優先予約
３/ ９（火）
10：00 ～ 18：00

ルーファス役

松下洸平

※市立劇場・リリックホール
（電話予約のみ）

一般発売日
３/１２（金）
9：00 ～ 18：00

※発売初日は電話予約のみ

ケラリーノ・サンドロヴィッチの名作を、才気溢れる演出家た
ちが異なる味わいに創りあげる KERA CROSS シリーズの第三弾！
今回は、2004 年に上演された作品に河原雅彦が新たな息吹を
吹き込みます。多彩な実力派キャストが一堂に会する、刺激的な
コラボレーションをどうぞお楽しみに！
あらすじ

舞台は 20 世紀初頭あたり…どこかヨーロッパの雰囲気もある郊外に建つ古び
た邸宅。そこに住むルーファスには嘘が上⼿な姉ドナがいた。その姉が謎の
死を遂げ、今は姉に⽠⼆つの使⽤⼈エレンデイラと共に暮らしている。ドナ
の墓を作りたいと亡き姉の夫ナイフと元使⽤⼈のガラが訪ねてきた。さらに、
化粧品会社の⼥社⻑と名乗るビビ、⽝狩りの最中だというルドルフ⼤佐など
が加わる。彼らはそれぞれに嘘をつき、事態を混乱させ、破綻していく・・・。
誰が何を狙っているのか、嘘の動機も結果も謎だらけのクライム・コメディ！
主催：
（公財）長岡市芸術文化振興財団、NST

エレンデイラ/ドナ役

生駒里奈
作：ケラリーノ・サンドロヴィッチ
演出：河原雅彦
音楽：伊澤一葉（東京事変、the HIATUS）
出演： 松下洸平、
生駒里奈、
ファーストサマーウイカ、

坪倉由幸（我が家）
、野口かおる、森準人、
シルビア・グラブ、岡本健一

企画・製作：東宝、キューブ

今 月 の 特 集

今 月 の 特 集

長岡リリックホール開館 25 周年

池上英樹 ＆ 塚越慎子
マリンバ×マリンバ
超絶技巧の饗宴

デュオ・コンサート

©Yuji Hori
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大野雄二 &
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が加わる。彼らはそれぞれに嘘をつき、事態を混乱させ、破綻していく・・・。
誰が何を狙っているのか、嘘の動機も結果も謎だらけのクライム・コメディ！
主催：
（公財）長岡市芸術文化振興財団、NST

エレンデイラ/ドナ役

生駒里奈
作：ケラリーノ・サンドロヴィッチ
演出：河原雅彦
音楽：伊澤一葉（東京事変、the HIATUS）
出演： 松下洸平、
生駒里奈、
ファーストサマーウイカ、

坪倉由幸（我が家）
、野口かおる、森準人、
シルビア・グラブ、岡本健一

企画・製作：東宝、キューブ

チ ケ ッ ト 情 報
公

演 名

チケット状況

公演日時

完売しました

２/ ２８（日）
14:00 開演

市立劇場
大ホール

宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～

完売しました

３/ ２０（土）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

第 40 回 長岡少年少女合唱団 定期演奏会

直接会場へ
お越しください

５/ ２（日）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

入場無料

KERA CROSS 第三弾
「カメレオンズ・リップ」

リリック友の会優先予約
３/ ９（火）
一般発売３/ １２（金）

５/ １５（土）
14:00 開演

市立劇場
大ホール

全席指定
7,500 円

池上英樹＆塚越慎子
マリンバデュオ・コンサート

一般発売２/ ２６（金）

５/ ２２（土）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

全席指定
3,000 円

花いっぱい音楽祭 2021
～第 15 回 コンチェルトのたのしみ～

一般発売４/ ５（月）

５/ ３０（日）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

全席自由
1,000 円

文学座公演
「ウィット」

リリック友の会優先予約
４/ １３（火）
一般発売４/ １６（金）

６/ １９（土）
13:30 開演

リリックホール
シアター

全席指定
3,000 円

大野雄二＆ルパンティックシックス
Lupintic Jazz Night

リリック友の会優先予約
３/ １１（木）
一般発売３/ １６（火）

６/ ２４（木）
19:00 開演

リリックホール
シアター

全席指定
5,000 円

辻井伸行 日本ツアー 2021《ロマン派》

会

場

料

全席指定
S 席 7,700 円
A 席 6,600 円

月
号

全席指定

一 般：2,500 円
高校生以下：1,500 円
（当日券各 500 円増）

令和 3 年２月２５日第２82 号

令和３年度

24 時間
いつでもＯＫ！

インターネット予約

コンビニ決済

発売情報

「カメレオンズ・リップ」
作：ケラリーノ・サンドロヴィッチ 演出：河原雅彦

５/ １５（土）

開場 13：00 開演 14：00
市立劇場・大ホール
全席指定 7,500 円

リリック友の会優先予約 3/9（火）10:00 ～ 18:00
一般発売日 3/12（金）9:00~18:00 ※発売初日は電話予約のみ
出演 :
松下洸平、生駒里奈、
ファーストサマーウイカ、坪倉由幸（我が家）
、野口かおる、森準人、
シルビア・グラブ、岡本健一

2021

長岡リリックホールは、２０２１年に開館２５周年を迎えます。
皆さまにとってより使いやすく、
親しみやすいホールを目指し、
４月から新しいサービスをご提供します。

✿春✿

KERA CROSS 第三弾

インフォメーション
新しいサービスで、もっと「みんなのホール」へ。

2021

金

「チケット販売システム」と「リリック友の会」のリニューアルに伴い、
下記の期間はチケット販売と入会を休止しますので、
ご注意ください。
なお、販売再開および新規入会受付は４月５日（月）からとなります。
■ チケット販売休止期間
…３月２９日（月）～４月４日（日）
■ リリック友の会新規入会休止期間 …３月１１日（木）～４月４日（日）

チケット販売 新システム導入

3

（公財） 長岡市芸術文化振興財団のお知らせ

企画・製作：東宝、キューブ
25th
Anniversary

コンビニ発券

文学座公演

長岡リリックホール
開 館 ２ ５ 周 年 記 念

「ウィット」

TICKET
TICKET

大野雄二＆
ルパンティックシックス
Lupintic Jazz Night

・パソコン、スマホからいつでも
・支払は最寄りのセブンイレブンへ
・お近くのセブンイレブンでその場で
チケットのご予約が可能に！
・予約番号を控えてレジへ Go ！
発券！
・空席状況をリアルタイムで確認し、 ・店頭での面倒な機器の操作は不要です♪ ・会場から遠方のお客様でも安心
お好みの席をお選びいただけます♪
・仕事帰りやお買い物ついでに♪

リリック友の会がリニューアル

リリックｍ.ｃ．(メンバーズクラブ)

に生まれ変わります！

年会費 : ２，
０００円

新橋耐子
メンバーズ特典
・メンバーズ限定の先行販売で良い席をいち早くゲット！
・メンバーズ特別価格でのチケット販売・クーポン券のプレゼント
ほかにも特典を多数ご用意しております♬

新 ・ 季刊誌の発行
1997 年の創刊から 24 年間、ご愛読いただきましたリリック通信は、本号にて発行を終了させていただきます。
長い間、大変ありがとうございました。新年度からは、新たに季刊誌を発行し、公演情報をお伝えします。
【発行】
（公財）長岡市芸術文化振興財団 TEL：0258-29-7715 FAX：0258-29-7722 E-mail：lyric@nagaoka-caf.or.jp
〒 940-2108 長岡市千秋 3 丁目 1356 番地 6（長岡リリックホール内）

富沢亜古

６/ １９（土）

開場 12：45 開演 13：30
リリックホール・シアター
全席指定 3,000 円

リリック友の会優先予約 4/13（火）10:00 ～ 18:00
一般発売日 4/16（金）9:00~18:00 ※発売初日は電話または
インターネット予約のみ

６/ ２４（木）

開場 18：15 開演 19：00
リリックホール・シアター
全席指定 5,000 円

リリック友の会優先予約 3/11（木）10:00 ～ 18:00
一般発売日 3/16（火）9:00~18:00 ※発売初日は電話予約のみ

当財団は、お客様の健康と安全に配慮し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、
政府及び自治体のガイドラインに従い、最大限の対策を講じた上で公演を実施します。

