11月

201９年

◇◇◇ リリックホールの公演１１月 ◇◇◇
日
2

催

し

物

第４０回中越地区小学校吹奏楽演奏の集い

長岡ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ ℡:0258-29-7711

開演

終演
(予定)

13:25

15:45 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

14:00

15:45 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 全席自由 一般 1,000円 長岡交響楽団

会場

入場料など

(土) 金管バンド・マーチングバンドによる演奏

4

長岡交響楽団第９回ファミリーコンサート

主催･お問合せ先
新潟県中越地区小学校
管楽器教育研究会
0258-46-2773（才津小学校）

高校生以下 500円 0258-36-3327（村山）
(当日各200円増)

(月・振)

10 国民文化祭「大正琴の祭典」
(日) 大正琴の愛好者による団体演奏と18歳以下の
子どもを対象としたコンクール
12 新潟県高等学校文化連盟

11:00

16:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

（公社）大正琴協会
052-263-9633

10:50

16:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

新潟県高等学校文化連盟
合唱専門部 事務局
0258-52-4155（栃尾高 永井）

9:50

18:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

新潟県高等学校文化連盟

9:45

18:00

(火) 第２４回 合唱専門部演奏会

14 新潟県アンサンブルコンテスト（高校の部）
(木)
新潟県アンサンブルフェスティバル
15
(金) 新潟県高校バトントワリング発表会
16 悠久太鼓合同演奏会２０１９
(土)

17 澤クワルテット＆ヘンシェル弦楽四重奏団

025-752-3575（十日町高 青柳）

①10:30 ①12:00 シアター 全席自由 500円
②14:00 ②16:00
※当日券はなし

15:00

17:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 全席指定 3,000円

13:30

15:30 シアター 入場無料 先着430名
※要事前申込み

～２０年の調査で分かったスゴイ健康法～

0258-32-4500（長岡商工会議所）

(公財)長岡市芸術文化振興財団 ★ﾘﾘｯｸ

★劇場

長岡市長寿はつらつ課
TEL：0258-39-2268

（電話、FAX、ﾒｰﾙにて） FAX：0258-39-2603

講師：東京都健康長寿医療センター 青柳幸利氏

ﾒｰﾙ：hatsuratsu@city.nagaoka.lg.jp

12:30

(水) ともに学び、ともに生きよう

16:00 シアター 入場無料
※要事前申込

～どの子にも多様な学びの場を～
23 ＬＵＣＥの会発表会

悠久太鼓連合会

事業課 0258-29-7715

(日) 歩き方を変えるだけで健康長寿！

20 みんなで暮らせる地域づくりフォーラム

★ﾘﾘｯｸ
★劇場

吹奏楽専門部 事務局

(日) ジョイントコンサート

17 知って得する健康講演会

チケット

長岡地域振興局
健康福祉環境部 地域福祉課
0258-33-4937

13:00

16:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

ＬＵＣＥの会
0258-32-7005（井口）

23 ファミリー・ジャム・コンサート
～ピアノ発表会～

12:45

16:00 シアター 入場無料

0258-42-2857（遠山）

24 長岡弦楽フェスティバル

14:00

16:30 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 全席自由 500円

長岡市民音楽祭実行委員会
0258-32-5110
（長岡市文化振興課内）

(土・祝)

(土・祝)

(日) ～第５６回長岡市民音楽祭～

27 フェニックスウィングコンサート

※未就学児無料

14:00

15:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

長岡市立才津小学校
0258-46-2773（鈴木）

10:30

11:30 シアター 入場無料

長岡市立表町小学校４年生
0258-32-0073（吉村）

(水) 才津小学校マーチングバンドによるコンサート

27 劇団虹ミュージカル～２５ひきのネコ～
(水) ＜１１匹のネコ＞をもとにしたミュージカル

★ﾘﾘｯｸ
★劇場

＜２５匹のネコ＞に挑戦します。
託児室あり

１０月１７日現在

※ 網掛け表示をした催し物は、当財団の自主事業です。
※ 公演の詳細については、主催者へお問合せください。公演内容等が変更になる場合もあります。
また、託児室のご利用を希望される方は、事前に主催者へご連絡ください。
※ チケット欄の★印は、リリックホール又は市立劇場でお取り扱いしている公演です。

(裏面へ続く ⇒)

－①

◇◇◇ リリックホールの公演１１月 ◇◇◇
日

催

し

物

29 英語劇「米百俵」

長岡ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ ℡:0258-29-7711

開演

終演
(予定)

18:30

20:10 シアター 入場無料

長岡市立阪之上小学校
0258-32-2134

18:30

20:30 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 全席自由 1,000円

ブルーノート ジャズオーケストラ ★ﾘﾘｯｸ

会場

入場料など

主催･お問合せ先

(金) 出演：阪之上小学校６年「ドリーム学年」

30 ブルーノート ジャズオーケストラ
(土) 第３５回コンサート「ＣＭのなかのＪＡＺＺ」

（当日200円増）
※中学生以下無料

曲目：My Favorite Things、茶色の小瓶 他

◇◇◇ 市立劇場の公演１１月 ◇◇◇

音食（ねじき）0258-36-7655

長岡市立劇場 ℡:0258-33-2211

開演

終演
(予定)

2 令和元年度新潟県高等学校秋季ダンス発表会
(土) 県内高校のダンス部による創作ダンスと
その他ジャンルの作品発表会です

13:00

16:00 大ホール 入場無料

新潟県高等学校体育連盟
0250-43-3314
（五泉高等学校）

3 第２６回中越吹奏楽フェスティバル
(日)

10:20

15:30 大ホール 入場無料

中越吹奏楽連盟
0258-66-2371（今町中 上村)

10:30

11:30 小ホール 入場無料

長岡市勤労者山岳会
080-8140-0427（山田）

7 長岡市立堤岡中学校 合唱コンクール
(木)

13:00

15:15 大ホール 入場無料

長岡市立堤岡中学校
0258-24-7225（竹内）

9 第６９回「長商の夕」（吹奏楽定期演奏会）
(土) ステージドリルやＯＢ，ＯＧとの合同演奏

18:00

20:30 大ホール 全席自由 小学生 400円 長岡商業高等学校音楽部

10 綾小路きみまろ
(日) 爆笑スーパーライブ２０１９！！

14:00

日

4
(月・振)

催

し

物

長岡勤労者山岳会 ５０周年記念講演会
「雲ノ平の自然」

チケット

会場

入場料など

主催･お問合せ先

チケット

★劇場

中学生以上 700円 0258-35-1502（岡崎）
（当日各100円増）

15:30 大ホール 全席指定 S席 5,800円
A席 5,300円
車イス席 5,800円

24 爆笑！！お笑いフェスｉｎ長岡
(日)

①11:30 ①13:30 大ホール 全席指定 4,070円
②15:00 ②17:00
（当日各550円増）

30 鼓童ワン・アース・ツアー２０１９「道」
(土)

14:00

16:00 大ホール 全席指定 S席6,000円
A席5,000円
※完売しました。

終演バスあり

サンライズプロモーション北陸

025-246-3939
(火～金12:00～18:00

土10:00～15:00)

グッドラックプロモーション(株)

086-214-3777
(公財)長岡市芸術文化振興財団

事業課 0258-29-7715

１０月１７日現在

託児室あり

※ 網掛け表示をした催し物は、当財団の自主事業です。
※ 公演の詳細については、主催者へお問合せください。公演内容等が変更になる場合もあります。
また、託児室のご利用を希望される方は、事前に主催者へご連絡ください。
※ チケット欄の★印は、リリックホール又は市立劇場でお取り扱いしている公演です。

施設使用申込み開始日のご案内
2019

年

12

月

2

日(月） 午前

9

時

に､各事務室へおいでください。

長岡リリックホール

長岡市立劇場

（ 0258－29－7711）

（ 0258－33－2211）

コンサートホール・シアター
第１スタジオ ～ 第10スタジオ
コンサートホール・シアター練習使用

2020 年 12 月分
2020 年
3 月分
2020 年
3 月分

大・小ホール
大・中・小会議室
大・小ホール練習使用

2020 年 12 月分
2020 年 12 月分
2020 年
3 月分

施設の保守点検・自主事業などでご利用できない日もございます。詳しくは各事務室へお問合せください。

発行：（公財）長岡市芸術文化振興財団
〒940-2108

長岡市千秋3丁目1356番地6（長岡リリックホール内）

TEL:0258-29-7711 FAX:0258-29-7722 http://www.nagaoka-caf.or.jp/

―②

