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〈主催事業〉　　　公　演　名 チケット状況 公演日時 会　場 料　金

仲道郁代プロデュース
「三善晃記念 響き合うピアノ」

実施報告会＆演奏会
整理券配布中 ３/ １（日）

14:00 開演
リリックホール

コンサートホール
入場無料

※要整理券

オーケストラ・アンサンブル金沢
with 秋川雅史 残りわずか ３/ １３（金）

19:00 開演
リリックホール

コンサートホール
全席指定
3,000 円

財津和夫コンサート 2020
WITH 姫野達也　All  Izz  Well 完売しました ４/ １１（土）

17:30 開演
市立劇場
大ホール

全席指定
7,000 円

演劇公演「玄朴と長英」 発売中 ４/ ２３（木）
18:30 開演

リリックホール
シアター

全席自由
2,000 円

第 39 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（土）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール 入場無料

フィンランド放送交響楽団
長岡特別演奏会 発売中 ５/ ３０（土）
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大ホール
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第 15 回　花いっぱい音楽祭 2020
～世代をつなぐ 午後のコンチェルト～ 一般発売４/ ２（木） ５/ ３１（日）

14:00 開演
リリックホール
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全席自由
1,000 円

寺井尚子
コンサートツアー 2020

リリック友の会優先予約
３/ １７（火）

一般発売３/ ２０（金 ･ 祝）

６/ ６（土）
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リリックホール
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全席指定
5,000 円
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（公財） 長岡市芸術文化振興財団のお知らせ
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オーケストラ・アンサンブル金沢  
with 秋川雅史

３/ １３（金）  
  開場  18:30　開演 19:00 
  リリックホール
  コンサートホール
  全席指定　3,000 円
　※未就学児入場不可

指揮 鈴木織衛 独唱 秋川雅史

＼ 残りわずか ／

公　　演　　間　　近

演劇公演  「玄朴と長英」

４/ ２３（木）  
  開場  18:00　開演 18:30 
  リリックホール・ シアター
  全席自由　2,000 円
　※未就学児入場不可

　 インフ ォ メーシ ョン

3

仲道郁代プロデュース
三善晃記念  響き合うピアノ

実施報告会＆演奏会

３/ １（日）  
  開場  13:30　開演 14:00 
  リリックホール・ コンサートホール
  入場無料  全席自由　
　※要入場整理券
　　（リリックホール、市立劇場窓口で配布中）
　※未就学児入場不可

発     売     情    報

寺井尚子
コンサートツアー２０２０

６/ ６（土）  
  開場  15:00　開演 15:30 
  リリックホール・ コンサートホール
  全席指定　5,000 円
　※未就学児入場不可

リリック友の会優先予約
3/17（火）10:00 ～ 18:00
一般発売日 3/20（金 ･ 祝）

© 北田理純 /Universal Music

　プロのミュージカル俳優と一緒に、歌、ダンス、演技の楽しさを
学ぶ、新規参加者を募集します。一からミュージカルの楽しさを学
べるので初めての方も安心して参加できます。
　5 月から稽古をスタートし、7 月と12 月の 2 回、成果発表を行
います。たくさんのご参加をお待ちしています！　

運営協力：「ミュージカルを体験しよう！」実行委員会

日 　 程：　２０２０年５月９日（土）～１２月２０日（日）１２：３０～１７：００　
　　　　　   ※全１２回実施、７月と１２月のイベントに出演します。
対 　 象：　新小学３年生～高校３年生まで（２０２０年４月現在）
会 　 場：　リリックホール・第１スタジオ
講 　 師：　ミュージカルカンパニー・イッツフォーリーズ所属俳優
参 加 費：　１０，０００円　※初回稽古日に徴収します。（５月～１２月、全１２回分）
定 　 員：　３０名程度 （申し込み多数の場合は抽選）　
申込方法：　所定の申込書に必要事項をご記入の上、持参、郵送、ＦＡＸまたは
　　　　　   メールでお申し込みください。
申込締切：　３月２７日（金）必着

リリック･ジュニア･ミュージカル
　新規参加者募集

熱中！感動！夢づくり教育

練習風景

新しい仲間との出会いが待ってるよ！

2019年7月の「ぼくらの夏休み～オバケなんてこわくない!?～」の様
子。2年に1度、シアターで公演を行っています！ 

2020年7月に「リリック子ども音楽館」オープニングステージに
出演予定！（写真は2018年の様子）

 注　  目　  公　 演



ご来場者の皆様にお花の種をプレゼント

第３9回 長岡少年少女合唱団 定期演奏会
春風にのせて こどもたちが贈るとっておきの ハッピータイム

指揮 : 中村美智子　ピアノ : 箕輪美帆　演出 : 佐藤さちこ

５／２（土）　１４：００開演
リリックホール・コンサートホール
入場無料 ※直接会場にお越しください

※４才未満のお子様の入場はご遠慮ください

同声３部合唱とピアノのための組曲
「わたしたちは 花となり」より　つなぐ

作詩：笠原美保　　作曲：松下 耕　他

ジュニア団員の歌声  
 Ave Maria      　　作曲：Guy Forbes

リフレイン　作詩：覚和歌子　　作曲：信長貴富　他

たのしいこどものうた
ありがとうの花

作詞・作曲：坂田 修　　 編曲：池　毅

<NHK>2020 応援ソング　パプリカ
 作詞・作曲：米津玄師　　編曲：Tsing-moo　他

女声合唱とピアノのための「くるみ割り人形」
作詞：麻衣　　作曲：チャイコフスキー　　編曲：麻衣・宮野幸子

マーチ　　花のワルツ　他

●○プログラム○●

チケット発売 
４/２（木）

今 月 の 特 集

　フィンランド放送交響楽団はベルグルンド、サ
ラステ、オラモなど、フィンランド出身の世界
的名匠がシェフを歴任してきた北欧屈指の世界的
オーケストラです。2013 年からは、今やフィンラ
ンドを代表する指揮者であるハンヌ・リントゥが
その名を連ねています。また、この名門オーケス
トラでは、4 人の日本人が活躍しています。そのう
ちの一人、首席フルート奏者の小山裕幾は長岡市
出身です。
　そして、日本を代表するピアニスト、仲道郁代が、
今年生誕 250 周年を迎える楽聖 ･ ベートーヴェン
の大傑作「皇帝」で華を添えるのも見逃せません。
　壮大なフィンランドの森と湖を想起させる、透
明感溢れる明るいサウンドは優しく皆様を包み込
むことでしょう。皆様のご来場を心よりお待ちし
ております。

５/３０( 土 )
　開場 14:30　開演 15:00
　市立劇場・大ホール
　　全席指定　S 席１２，０００円　A 席９，０００円

コンサートの聴きどころ

フィンランド放送交響楽団　について

　フィンランド放送交響楽団は 1927 年の
創立。フィンランドを代表するオーケスト
ラの一つ。2013 年にハンヌ・リントゥが
首席指揮者に就任した。また、リントゥ
は 2021/2022 シーズンで退任することに
なっている。
　長岡市出身の小山裕幾さんは 2014 年か
ら首席フルート奏者に就任。フィンランド、
日本のほか、世界各地で演奏会に参加して
いる。

プ ロ グ ラ ム
シベリウス　　   交響詩「エン・サガ」
ベートーヴェン　ピアノ協奏曲第５番「皇帝」 変ホ長調 
　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　 作品７３
シベリウス　　　交響曲第５番 変ホ長調 作品８２

※曲目は都合により変更になる場合がございます。

フィンランド放送交響奏団
長岡特別演奏会

指　揮 ハンヌ･リントゥ
ピアノ 仲道郁代

―初夏の長岡に北欧の風をお届けします―
今 月 の 特 集

©veikko kähkönen

©Kiyotaka Saito

©veikko kähkönen

チケット好評発売中

主催：（公財）長岡市芸術文化振興財団、長岡少年少女合唱団 ／ 共催：長岡市教育委員会 ／ 後援：長岡市音楽文化協会

ー出演者ー
ヴァイオリン：後藤苺瑚　      クラリネット：辻 笑子
ピ ア ノ：田村 会　　     マ ン ド リ ン：中沢一昭
ギ タ ー：畠山徳雄　 
管 弦 楽：花いっぱい音楽祭 2020 管弦楽団
　　　　　　             (コンサートマスター ：大関博明 )
コンサートナビゲーター：藤井 芳

ープログラムー
メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲より 第１楽章
モーツァルト／クラリネット協奏曲より 第１楽章
ショパン／ピアノ協奏曲第２番より 第３楽章
ヴィヴァルディ／マンドリン協奏曲
ロドリーゴ／アランフェス協奏曲

コンサートの紹介
中越地震からの復興、そして長岡の音楽家たちによる質の高
いコンサートを目指して始まった花いっぱい音楽祭。2020 年
で 15 回の節目を迎えます。今回は「世代をつなぐ午後のコ
ンチェルト」と題し、ソリストとオーケストラによる華やかなス
テージを企画しました。メインには音楽監督としてこの演奏会
を牽引してきた畠山徳雄氏によるギターの名曲「アランフェス
協奏曲」をお送りいたします。喜寿を超えまだまだ精力的に
活動を続ける長岡のレジェンドと長岡出身・在住の若手アー

ティストによる協奏曲の競
演。まさに時空を超えた音
楽の交流をぜひお楽しみく
ださい。

花いっぱい音楽祭 2020
実行委員会・事務局長

  片野大輔

主催：花いっぱい音楽祭 2020 実行委員会／共催：長岡市、（公財）長岡市芸術文化振興財団、長岡市音楽文化協会、長岡市花いっぱいフェア開催協議会

世代をつなぐ 
午後のコンチェルト第15回  花いっぱい音楽祭 2020

５／３１（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

注 目 !!
長岡市出身

小山裕幾さん

今年も笑顔溢れる、元気いっぱいな歌声をお届けします♪
練習に励むみなさんから、メッセージをいただきました！

団員からのメッセージ
はじめてのていきえんそうかい。ぼくは、とってもどき
どきしています。でも、みにきてくれるひとたちに、ど
きどきじゃなくて、わくわくをとどけたいから、いっしょ
うけんめいうたいます。                                   ［新  小１・大楽泰平］

今回歌う「くるみ割り人形」は、音程やリズムがとても
難しく、日々苦戦しています。ですが、団員の皆とお互
いに教え合い協力して歌うことで楽しく練習できていま
す。毎日練習した成果をお客様にお届けできるよう精一
杯頑張ります。誰もが一度は耳にしたことのある曲が沢
山でてきます。なので、多くの方に聴きに来てほしいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　［新  高３・吉岡絢］

第 38 回  定期演奏会の様子

ご来場の皆様にお花の種をプレゼント

昨年の様子

主催：(公財）長岡市芸術文化振興財団　共催：新潟日報社、　　　　　 特別協賛：　　　　　　　　　    株式会社　後援：ＹＵＵＫＩの会

「長岡市花いっぱいフェア」とあわせて開催する音楽祭です。
バラエティ豊かな楽器の音色をお楽しみください♪

　伝統と革新を重んじる北欧の名門楽団、フィン
ランド放送交響楽団の長岡公演が実現しました。
　指揮はハンヌ・リントゥ、ソリストに仲道郁代
を迎えます。そして、首席フルート奏者を務める
長岡市出身 ･ 小山裕幾の雄姿にもご注目ください。
　どうぞ、魅力あふれる特別な時間をご堪能くだ
さい。

※曲目は変更になる場合があります。
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午後のコンチェルト第15回  花いっぱい音楽祭 2020

５／３１（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

注 目 !!
長岡市出身

小山裕幾さん

今年も笑顔溢れる、元気いっぱいな歌声をお届けします♪
練習に励むみなさんから、メッセージをいただきました！

団員からのメッセージ
はじめてのていきえんそうかい。ぼくは、とってもどき
どきしています。でも、みにきてくれるひとたちに、ど
きどきじゃなくて、わくわくをとどけたいから、いっしょ
うけんめいうたいます。                                   ［新  小１・大楽泰平］

今回歌う「くるみ割り人形」は、音程やリズムがとても
難しく、日々苦戦しています。ですが、団員の皆とお互
いに教え合い協力して歌うことで楽しく練習できていま
す。毎日練習した成果をお客様にお届けできるよう精一
杯頑張ります。誰もが一度は耳にしたことのある曲が沢
山でてきます。なので、多くの方に聴きに来てほしいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　［新  高３・吉岡絢］

第 38 回  定期演奏会の様子

ご来場の皆様にお花の種をプレゼント

昨年の様子

主催：(公財）長岡市芸術文化振興財団　共催：新潟日報社、　　　　　 特別協賛：　　　　　　　　　    株式会社　後援：ＹＵＵＫＩの会

「長岡市花いっぱいフェア」とあわせて開催する音楽祭です。
バラエティ豊かな楽器の音色をお楽しみください♪

　伝統と革新を重んじる北欧の名門楽団、フィン
ランド放送交響楽団の長岡公演が実現しました。
　指揮はハンヌ・リントゥ、ソリストに仲道郁代
を迎えます。そして、首席フルート奏者を務める
長岡市出身 ･ 小山裕幾の雄姿にもご注目ください。
　どうぞ、魅力あふれる特別な時間をご堪能くだ
さい。

※曲目は変更になる場合があります。



」

【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）

〈主催事業〉　　　公　演　名 チケット状況 公演日時 会　場 料　金

仲道郁代プロデュース
「三善晃記念 響き合うピアノ」

実施報告会＆演奏会
整理券配布中 ３/ １（日）

14:00 開演
リリックホール

コンサートホール
入場無料

※要整理券

オーケストラ・アンサンブル金沢
with 秋川雅史 残りわずか ３/ １３（金）

19:00 開演
リリックホール

コンサートホール
全席指定
3,000 円

財津和夫コンサート 2020
WITH 姫野達也　All  Izz  Well 完売しました ４/ １１（土）

17:30 開演
市立劇場
大ホール

全席指定
7,000 円

演劇公演「玄朴と長英」 発売中 ４/ ２３（木）
18:30 開演

リリックホール
シアター

全席自由
2,000 円

第 39 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（土）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール 入場無料

フィンランド放送交響楽団
長岡特別演奏会 発売中 ５/ ３０（土）

15:00 開演
市立劇場
大ホール

全席指定
S 席 12,000 円
A 席   9,000 円

第 15 回　花いっぱい音楽祭 2020
～世代をつなぐ 午後のコンチェルト～ 一般発売４/ ２（木） ５/ ３１（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

寺井尚子
コンサートツアー 2020

リリック友の会優先予約
３/ １７（火）

一般発売３/ ２０（金 ･ 祝）

６/ ６（土）
15:30 開演

リリックホール
コンサートホール

全席指定
5,000 円

チ ケ ッ ト 情 報
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オーケストラ・アンサンブル金沢  
with 秋川雅史

３/ １３（金）  
  開場  18:30　開演 19:00 
  リリックホール
  コンサートホール
  全席指定　3,000 円
　※未就学児入場不可

指揮 鈴木織衛 独唱 秋川雅史

＼ 残りわずか ／

公　　演　　間　　近

演劇公演  「玄朴と長英」

４/ ２３（木）  
  開場  18:00　開演 18:30 
  リリックホール・ シアター
  全席自由　2,000 円
　※未就学児入場不可

　 インフ ォ メーシ ョン

3

仲道郁代プロデュース
三善晃記念  響き合うピアノ

実施報告会＆演奏会

３/ １（日）  
  開場  13:30　開演 14:00 
  リリックホール・ コンサートホール
  入場無料  全席自由　
　※要入場整理券
　　（リリックホール、市立劇場窓口で配布中）
　※未就学児入場不可

発     売     情    報

寺井尚子
コンサートツアー２０２０

６/ ６（土）  
  開場  15:00　開演 15:30 
  リリックホール・ コンサートホール
  全席指定　5,000 円
　※未就学児入場不可

リリック友の会優先予約
3/17（火）10:00 ～ 18:00
一般発売日 3/20（金 ･ 祝）

© 北田理純 /Universal Music

　プロのミュージカル俳優と一緒に、歌、ダンス、演技の楽しさを
学ぶ、新規参加者を募集します。一からミュージカルの楽しさを学
べるので初めての方も安心して参加できます。
　5 月から稽古をスタートし、7 月と12 月の 2 回、成果発表を行
います。たくさんのご参加をお待ちしています！　

運営協力：「ミュージカルを体験しよう！」実行委員会

日 　 程：　２０２０年５月９日（土）～１２月２０日（日）１２：３０～１７：００　
　　　　　   ※全１２回実施、７月と１２月のイベントに出演します。
対 　 象：　新小学３年生～高校３年生まで（２０２０年４月現在）
会 　 場：　リリックホール・第１スタジオ
講 　 師：　ミュージカルカンパニー・イッツフォーリーズ所属俳優
参 加 費：　１０，０００円　※初回稽古日に徴収します。（５月～１２月、全１２回分）
定 　 員：　３０名程度 （申し込み多数の場合は抽選）　
申込方法：　所定の申込書に必要事項をご記入の上、持参、郵送、ＦＡＸまたは
　　　　　   メールでお申し込みください。
申込締切：　３月２７日（金）必着

リリック･ジュニア･ミュージカル
　新規参加者募集

熱中！感動！夢づくり教育

練習風景

新しい仲間との出会いが待ってるよ！

2019年7月の「ぼくらの夏休み～オバケなんてこわくない!?～」の様
子。2年に1度、シアターで公演を行っています！ 

2020年7月に「リリック子ども音楽館」オープニングステージに
出演予定！（写真は2018年の様子）

 注　  目　  公　 演


