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第７回 入船亭扇辰 独演会

10/10（土）  
 ［昼の部］開場  12:30　開演  13:00 
 ［夜の部］開場  16:00　開演  16:30
 アオーレ長岡・市民交流ホール A
 全席指定　2,000 円

Ⓒ北澤壮

竹下景子 音楽朗読劇
あらしのよるに

～ガブとメイ  思い出のあしあと～

リリック友の会優先予約　8/27（木）10:00～18:00
一般発売日　8/30（日）

10/31（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　※ 4 歳から入場できます

※きむらゆういちは電話出演です

リリック友の会優先予約　8/28（金）10:00～18:00
一般発売日　9/3（木）

11/3（火・祝）  
  開場  １４: １５　開演  １５: ００ 
  リリックホール・シアター
  全席指定　5,000 円　

林英哲＆英哲風雲の会

バッティストーニ指揮
東京フィルハーモニー交響楽団

長岡特別演奏会

10/4（日）  
  開場  14:15　開演  15:00 
  市立劇場・大ホール
  全席指定　S 席 6,000 円    A 席 4,000 円

Ⓒ Takafumi Ueno ⒸYuji Hori 

【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）

公　演　名 チケット状況 公演日時 会　場 料　金

第 39 回  長岡少年少女合唱団
定期演奏会

８/８（土）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

入場無料
※直接会場へ
お越しください

公　演　名 チケット状況 公演日時 会　場 料　金

寺井尚子  コンサートツアー 2020
“ フローリッシュ ”

払い戻し期間終了
※再販については

決まり次第お知らせします

６/６（土）15:30 開演
延期日１１/２７（金）

　19:00 開演
リリックホール
コンサートホール

全席指定
5,000 円

財津和夫コンサート 2020 WITH 姫野達也
All Izz Well

払い戻し期間終了
※再販については

決まり次第お知らせします

４/１１（土）17:30開演
延期日１２/１７（木）

　18:30 開演
市立劇場
大ホール

全席指定
7,000 円

公　演　名 チケット状況 公演日時 会　場 料　金

アフィニス夏の音楽祭長岡特別企画
アフィニス ・ミニコンサート

電話予約開始
８/１１（火）9：00 ～

８/ ２３（日）
14:30開演

リリックホール
コンサートホール

入場無料
※要電話申込み

ソプラノコンサート 電話予約開始
８/１７（月）9：00 ～

９/ ４（金）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

入場無料
※要電話申込み

仲道郁代プロデュース

「三善晃記念 響き合うピアノ」演奏会 入場整理券 配布中 ９/６（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

野村万作・萬斎
狂言公演 完売しました ９/１６（水）

19:00 開演
リリックホール
シアター

全席指定
5,500 円

仲道郁代  ピアノ・リサイタル 残りわずか ９/２７（日）
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

バッティストーニ指揮
東京フィルハーモニー交響楽団  長岡特別演奏会

一般発売 ７/ ３０（木） １０/４（日）
15:00 開演

市立劇場
大ホール

全席指定
S席 6,000 円
A席 4,000 円

第 7回  入船亭扇辰  独演会 残りわずか
１０/  １０ （土）

［昼の部］13:00 開演
［夜の部］16:30 開演

アオーレ長岡
市民交流ホール A

全席指定
2,000 円

竹下景子  音楽朗読劇
あらしのよるに

リリック友の会優先予約
８/ ２７（木）

一般発売 ８/ ３０（日）
１０/３１（土）
13:30 開演

リリックホール
シアター

全席指定
3,000 円

※ 4歳から入場可

林英哲＆英哲風雲の会
リリック友の会優先予約
 ８/ ２８（金）

一般発売 ９/ ３（木）
１１/ ３（火・祝）
15:00 開演

リリックホール
シアター

全席指定
5,000 円

公演予定

公演延期

公演中止

仲道郁代  ピアノ・リサイタル
クラシックプログラムvol.23

インフォメーシ ョン

申込方法　電話申込みのみ・先着順
申込開始 ８/１７( 月 ) 9:00 ～
　　　　　  　  ※１回のお電話で４名まで
                                      ※ 未就学児の入場はできません

長岡で活躍する 声楽家 五十嵐郊味さん のミニコンサートです。
楽しいトークとオペラから日本歌曲まで、気軽にお楽しみいた
だける内容です。
ひとあし早い、芸術の秋をリリックで感じてください♪

９/４(金) リリックホール　コンサートホール
開場１３:１５　　開演１４:００

program
タイム トゥ セイ グッバイ
オペラ《トスカ》より「歌に生き、恋に生き」
オペラ《シャモニーのリンダ》より「この心の光」
この道
落葉松 ほか ※曲目は変更する場合があります。

出　演　
ソプラノ　五十嵐郊味　/　ピ ア ノ    高橋朝子

　電話申込みのみ・先着順

　 今 月 の 特 集

ソプラノコンサート
入場無料
定員２００名

ⒸM.Tominaga Ⓒ i-syu

／ 

残
り
わ
ず
か 

＼

　 チ ケ ッ ト 情 報 ※ソーシャルディスタンスを保つため、空席を設けた配席を行う場合があります。

近 日 発 売

一般発売日　７/30（木）



仲道郁代プロデュース

※曲目が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

演奏会
９/６（日）
開場１３：１５　開演１４：００
リリックホール・コンサートホール
入場無料  ※要入場整理券
　　　　　　　リリックホール、市立劇場にて配布中

「響き合うピアノ」演奏会　出演者紹介

響き合うピアノ第２回
三善晃記念

　７月４日にリリックホールでオーディションを行いまし
た。厳正なる審査により４名が選ばれました。
　８月16日（日）は、マスタークラスとして合格者が仲道
郁代による直接指導を受け、その様子を一般公開します。
　また、９月６日（日）には、合格者による演奏会を行います。
若くエネルギッシュな演奏にご期待ください！

マスタークラス [公開 ]
８/1６（日）
開場９：３０　開演１０：００
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

仲道さんの熱意あふれる指導をご覧いただけます

マスタークラスを経て
より腕に磨きをかけた演奏を
お楽しみください

響き合うピアノ について
元・芸術顧問の故・三善晃氏が企画した、マスタークラスとコンサートを併
設した人材育成事業です。
ピアノ演奏の技術向上に加え、音楽によって社会に資する人材を育成するこ
とを目的に、仲道郁代プロデュースにより昨年からスタートしました。

昨年のレッスンの様子

今 月 の 特 集今 月 の 特 集 今 月 の 特 集

主催：（公財）長岡市芸術文化振興財団、( 一社 ) 音楽がヒラク未来

総座席数：221
売り止め：115
販売：99
車椅子：4
事故席：2
企画審査委員招待：1

アフィニス 
ミニコンサート

ピアノ：津田大介

コントラバス：永井　桜

長岡市出身。新潟県立新潟
中央高等学校音楽科を卒
業。国立音楽大学を首席で
卒業。東京藝術大学別科修
了。2017年12月より名古
屋フィルハーモニー交響楽
団コントラバス奏者。

三大ピアノソナタ≪月光≫ ≪悲愴≫ ≪熱情≫を生演奏と
クイズを交えたお話付きで楽しめる、子ども向けのイベントです。

夏休み子ども音楽教室
ピアノで楽しむベートーヴェン

８/２３      (日 )  13:00～13:45
　　　　リリックホール・第１スタジオ

参加無料

主催：アフィニス夏の音楽祭長岡実行委員会

協力：長岡音楽指導者の会

申込み・問合わせ先   （公財）長岡市芸術文化振興財団　事業課：TEL  0258-29-7715

アフィニス夏の音楽祭長岡　特別企画アフィニス夏の音楽祭長岡特別企画

８/２３      (日 )　開場13:45   開演14:30
　リリックホール・コンサートホール
　入場無料（定員200名）

　新型コロナウイルスの影響で、今年の「ア
フィニス夏の音楽祭長岡」は、残念ながら
中止となりました。
　そこで、特別企画として、“ミニコンサー
ト ”と小学生を対象とした “音楽教室 ”を
同日開催します。
　夏のひとときをリリックホールでお楽し
みください。

今年の音楽祭に参加予定だった永井  桜さん（長岡市出身）の
深く心地よいコントラバスの音色を皆様にお届けします。

申込方法

電話申込みのみ・先着順　　
※１回の電話で４名まで申込み可
※ソーシャルディスタンスを保つため、空席を設けた配席を行います
※未就学児の入場はご遠慮ください

注目♪
長岡市出身

お話

佐藤 晶子 

対象:小学３～６年生
定員:３０名

清水 健士朗
長岡高等学校 １年

ベートーヴェン ／ ピアノ・ソナタ  第７番  ニ長調  Op.10-3  終楽章

ショパン ／ エチュード  嬰ハ短調  Op.10-4　ほか

私は、今回の演奏会へ向けて精一杯努
力して楽しんで演奏したいと考えてい
ます。演奏会という貴重な場で演奏す
ることができるので、万全な状態で挑
み自分の思いを聞いている方に伝えら
れる演奏をしたいと思います。

仲道郁代先生に教えていただける機会
をいただき、とても嬉しいです。演奏
会ではショパンのエチュードなどに挑
戦します。緊張すると思いますが、作
曲者の世界を意識し、ホールの響きを
楽しみながら一生懸命演奏します。

山中 友理佳
新潟大学附属新潟中学校 ３年

バッハ  ／ 平均律クラヴィーア曲集  第２巻  第６番 ニ短調  BWV875

ベートーヴェン ／ ピアノ・ソナタ  第16番  ト長調  Op.31-1  第１楽章

中村 俊太
国立音楽大学附属高等学校音楽科 １年

ベートーヴェン ／ ピアノ・ソナタ  第8番  「悲愴」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ハ短調  Op.13  第 1楽章

ショパン ／ ポロネーズ   第 4番  ハ短調  Op.40-2

長岡リリックホールで演奏する機会を
頂き、感激しています。
一音一音に紡がれる豊かな表現方法を、
仲道先生から学び、聴いて下さる方に、
音楽の力が届けられるよう、心を込め
て演奏します。

祖父母の郷里で、私にとって馴染み深
い大好きな長岡で演奏できることをと
てもうれしく思っています。世間が大
変な中、聴きに来てくださる方と会場
で生の音楽を共有できることに感謝し
て、心を込めて演奏いたします。

鈴木 千尋
昭和音楽大学音楽芸術表現学科ピアノ演奏家コース ２年

ショパン ／ エチュード  イ短調  Op.25-11

バッハ  ／ 半音階的幻想曲とフーガ  ニ短調  BWV903

バッハ 

クーセヴィツキー

プロト

ピアソラ

ボッテジーニ

アリオーソ
小さなワルツ
「  カルメンファンタジー」より

  “ミカエラのアリア” 　“トレアドール”
アヴェマリア
カプリッチョ ディ ブラヴーラ
※曲目が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

＝プログラム＝

8/11（火） 9:00～  

電話申込みのみ・先着順

※１回の電話で２名まで申込み可

申込方法

 8/11（火）9：00～ 

金子 禎子 金子 陽子 平林 弓奈 

ピアニスト



仲道郁代プロデュース

※曲目が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

演奏会
９/６（日）
開場１３：１５　開演１４：００
リリックホール・コンサートホール
入場無料  ※要入場整理券
　　　　　　　リリックホール、市立劇場にて配布中

「響き合うピアノ」演奏会　出演者紹介

響き合うピアノ第２回
三善晃記念

　７月４日にリリックホールでオーディションを行いまし
た。厳正なる審査により４名が選ばれました。
　８月16日（日）は、マスタークラスとして合格者が仲道
郁代による直接指導を受け、その様子を一般公開します。
　また、９月６日（日）には、合格者による演奏会を行います。
若くエネルギッシュな演奏にご期待ください！

マスタークラス [公開 ]
８/1６（日）
開場９：３０　開演１０：００
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

仲道さんの熱意あふれる指導をご覧いただけます

マスタークラスを経て
より腕に磨きをかけた演奏を
お楽しみください

響き合うピアノ について
元・芸術顧問の故・三善晃氏が企画した、マスタークラスとコンサートを併
設した人材育成事業です。
ピアノ演奏の技術向上に加え、音楽によって社会に資する人材を育成するこ
とを目的に、仲道郁代プロデュースにより昨年からスタートしました。

昨年のレッスンの様子

今 月 の 特 集今 月 の 特 集 今 月 の 特 集

主催：（公財）長岡市芸術文化振興財団、( 一社 ) 音楽がヒラク未来

総座席数：221
売り止め：115
販売：99
車椅子：4
事故席：2
企画審査委員招待：1

アフィニス 
ミニコンサート

ピアノ：津田大介

コントラバス：永井　桜

長岡市出身。新潟県立新潟
中央高等学校音楽科を卒
業。国立音楽大学を首席で
卒業。東京藝術大学別科修
了。2017年12月より名古
屋フィルハーモニー交響楽
団コントラバス奏者。

三大ピアノソナタ≪月光≫ ≪悲愴≫ ≪熱情≫を生演奏と
クイズを交えたお話付きで楽しめる、子ども向けのイベントです。

夏休み子ども音楽教室
ピアノで楽しむベートーヴェン

８/２３      (日 )  13:00～13:45
　　　　リリックホール・第１スタジオ

参加無料

主催：アフィニス夏の音楽祭長岡実行委員会

協力：長岡音楽指導者の会

申込み・問合わせ先   （公財）長岡市芸術文化振興財団　事業課：TEL  0258-29-7715

アフィニス夏の音楽祭長岡　特別企画アフィニス夏の音楽祭長岡特別企画

８/２３      (日 )　開場13:45   開演14:30
　リリックホール・コンサートホール
　入場無料（定員200名）

　新型コロナウイルスの影響で、今年の「ア
フィニス夏の音楽祭長岡」は、残念ながら
中止となりました。
　そこで、特別企画として、“ミニコンサー
ト ”と小学生を対象とした “音楽教室 ”を
同日開催します。
　夏のひとときをリリックホールでお楽し
みください。

今年の音楽祭に参加予定だった永井  桜さん（長岡市出身）の
深く心地よいコントラバスの音色を皆様にお届けします。

申込方法

電話申込みのみ・先着順　　
※１回の電話で４名まで申込み可
※ソーシャルディスタンスを保つため、空席を設けた配席を行います
※未就学児の入場はご遠慮ください

注目♪
長岡市出身

お話

佐藤 晶子 

対象:小学３～６年生
定員:３０名

清水 健士朗
長岡高等学校 １年

ベートーヴェン ／ ピアノ・ソナタ  第７番  ニ長調  Op.10-3  終楽章

ショパン ／ エチュード  嬰ハ短調  Op.10-4　ほか

私は、今回の演奏会へ向けて精一杯努
力して楽しんで演奏したいと考えてい
ます。演奏会という貴重な場で演奏す
ることができるので、万全な状態で挑
み自分の思いを聞いている方に伝えら
れる演奏をしたいと思います。

仲道郁代先生に教えていただける機会
をいただき、とても嬉しいです。演奏
会ではショパンのエチュードなどに挑
戦します。緊張すると思いますが、作
曲者の世界を意識し、ホールの響きを
楽しみながら一生懸命演奏します。

山中 友理佳
新潟大学附属新潟中学校 ３年

バッハ  ／ 平均律クラヴィーア曲集  第２巻  第６番 ニ短調  BWV875

ベートーヴェン ／ ピアノ・ソナタ  第16番  ト長調  Op.31-1  第１楽章

中村 俊太
国立音楽大学附属高等学校音楽科 １年

ベートーヴェン ／ ピアノ・ソナタ  第8番  「悲愴」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ハ短調  Op.13  第 1楽章

ショパン ／ ポロネーズ   第 4番  ハ短調  Op.40-2

長岡リリックホールで演奏する機会を
頂き、感激しています。
一音一音に紡がれる豊かな表現方法を、
仲道先生から学び、聴いて下さる方に、
音楽の力が届けられるよう、心を込め
て演奏します。

祖父母の郷里で、私にとって馴染み深
い大好きな長岡で演奏できることをと
てもうれしく思っています。世間が大
変な中、聴きに来てくださる方と会場
で生の音楽を共有できることに感謝し
て、心を込めて演奏いたします。

鈴木 千尋
昭和音楽大学音楽芸術表現学科ピアノ演奏家コース ２年

ショパン ／ エチュード  イ短調  Op.25-11

バッハ  ／ 半音階的幻想曲とフーガ  ニ短調  BWV903

バッハ 

クーセヴィツキー

プロト

ピアソラ

ボッテジーニ

アリオーソ
小さなワルツ
「  カルメンファンタジー」より

  “ミカエラのアリア” 　“トレアドール”
アヴェマリア
カプリッチョ ディ ブラヴーラ
※曲目が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

＝プログラム＝

8/11（火） 9:00～  

電話申込みのみ・先着順

※１回の電話で２名まで申込み可

申込方法

 8/11（火）9：00～ 

金子 禎子 金子 陽子 平林 弓奈 

ピアニスト
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第７回 入船亭扇辰 独演会

10/10（土）  
 ［昼の部］開場  12:30　開演  13:00 
 ［夜の部］開場  16:00　開演  16:30
 アオーレ長岡・市民交流ホール A
 全席指定　2,000 円

Ⓒ北澤壮

竹下景子 音楽朗読劇
あらしのよるに

～ガブとメイ  思い出のあしあと～

リリック友の会優先予約　8/27（木）10:00～18:00
一般発売日　8/30（日）

10/31（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　※ 4 歳から入場できます

※きむらゆういちは電話出演です

リリック友の会優先予約　8/28（金）10:00～18:00
一般発売日　9/3（木）

11/3（火・祝）  
  開場  １４: １５　開演  １５: ００ 
  リリックホール・シアター
  全席指定　5,000 円　

林英哲＆英哲風雲の会

バッティストーニ指揮
東京フィルハーモニー交響楽団

長岡特別演奏会

10/4（日）  
  開場  14:15　開演  15:00 
  市立劇場・大ホール
  全席指定　S 席 6,000 円    A 席 4,000 円

Ⓒ Takafumi Ueno ⒸYuji Hori 

【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）

公　演　名 チケット状況 公演日時 会　場 料　金

第 39 回  長岡少年少女合唱団
定期演奏会

８/８（土）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

入場無料
※直接会場へ
お越しください

公　演　名 チケット状況 公演日時 会　場 料　金

寺井尚子  コンサートツアー 2020
“ フローリッシュ ”

払い戻し期間終了
※再販については

決まり次第お知らせします

６/６（土）15:30 開演
延期日１１/２７（金）

　19:00 開演
リリックホール
コンサートホール

全席指定
5,000 円

財津和夫コンサート 2020 WITH 姫野達也
All Izz Well

払い戻し期間終了
※再販については

決まり次第お知らせします

４/１１（土）17:30開演
延期日１２/１７（木）

　18:30 開演
市立劇場
大ホール

全席指定
7,000 円

公　演　名 チケット状況 公演日時 会　場 料　金

アフィニス夏の音楽祭長岡特別企画
アフィニス ・ミニコンサート

電話予約開始
８/１１（火）9：00 ～

８/ ２３（日）
14:30開演

リリックホール
コンサートホール

入場無料
※要電話申込み

ソプラノコンサート 電話予約開始
８/１７（月）9：00 ～

９/ ４（金）
14:00 開演

リリックホール
コンサートホール

入場無料
※要電話申込み

仲道郁代プロデュース

「三善晃記念 響き合うピアノ」演奏会 入場整理券 配布中 ９/６（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

野村万作・萬斎
狂言公演 完売しました ９/１６（水）

19:00 開演
リリックホール
シアター

全席指定
5,500 円

仲道郁代  ピアノ・リサイタル 残りわずか ９/２７（日）
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

バッティストーニ指揮
東京フィルハーモニー交響楽団  長岡特別演奏会

一般発売 ７/ ３０（木） １０/４（日）
15:00 開演

市立劇場
大ホール

全席指定
S席 6,000 円
A席 4,000 円

第 7回  入船亭扇辰  独演会 残りわずか
１０/  １０ （土）

［昼の部］13:00 開演
［夜の部］16:30 開演

アオーレ長岡
市民交流ホール A

全席指定
2,000 円

竹下景子  音楽朗読劇
あらしのよるに

リリック友の会優先予約
８/ ２７（木）

一般発売 ８/ ３０（日）
１０/３１（土）
13:30 開演

リリックホール
シアター

全席指定
3,000 円

※ 4歳から入場可

林英哲＆英哲風雲の会
リリック友の会優先予約
 ８/ ２８（金）

一般発売 ９/ ３（木）
１１/ ３（火・祝）
15:00 開演

リリックホール
シアター

全席指定
5,000 円

公演予定

公演延期

公演中止

仲道郁代  ピアノ・リサイタル
クラシックプログラムvol.23

インフォメーシ ョン

申込方法　電話申込みのみ・先着順
申込開始 ８/１７( 月 ) 9:00 ～
　　　　　  　  ※１回のお電話で４名まで
                                      ※ 未就学児の入場はできません

長岡で活躍する 声楽家 五十嵐郊味さん のミニコンサートです。
楽しいトークとオペラから日本歌曲まで、気軽にお楽しみいた
だける内容です。
ひとあし早い、芸術の秋をリリックで感じてください♪

９/４(金) リリックホール　コンサートホール
開場１３:１５　　開演１４:００

program
タイム トゥ セイ グッバイ
オペラ《トスカ》より「歌に生き、恋に生き」
オペラ《シャモニーのリンダ》より「この心の光」
この道
落葉松 ほか ※曲目は変更する場合があります。

出　演　
ソプラノ　五十嵐郊味　/　ピ ア ノ    高橋朝子

　電話申込みのみ・先着順

　 今 月 の 特 集

ソプラノコンサート
入場無料
定員２００名

ⒸM.Tominaga Ⓒ i-syu

／ 

残
り
わ
ず
か 

＼

　 チ ケ ッ ト 情 報 ※ソーシャルディスタンスを保つため、空席を設けた配席を行う場合があります。

近 日 発 売

一般発売日　７/30（木）


