2020年

◇◇◇ リリックホールの公演３月 ◇◇◇
日
1

催

し

物

仲道郁代プロデュース

終演

開演 (予定)
14:00

０歳からのミニコンサート

長岡ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ ℡:0258-29-7711
入場料など

16:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

(日) 「三善晃記念 響き合うピアノ」実施報告会＆演奏会
～リリックホールにおける音楽人育成の試み～

5

会場

※要入場整理券

10:30

11:15 第1ｽﾀｼﾞｵ ※受付終了しました

14:00

16:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

13:30

15:30 シアター 入場無料

(木) 出演：五十嵐郊味／ソプラノ ほか

7

アンサンブルリリック（弦楽アンサンブル）
(土) アニバーサリーコンサート
指揮：星野勝彦 ハイドンチェロ協奏曲等
7

２０２０新一年生ご入学おめでとう大会

8

令和２年Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ＆Ｃｅｒｅｍｏｎｙ

19:00

21:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 全席指定 3,000円

(公財)長岡市芸術文化振興財団 ★ﾘﾘｯｸ

16:30 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

ルーチェ・ムジカーレ
0258-28-9629（金子）
0258-31-6624（佐藤）

14:00

16:00 シアター 入場無料

小児科すこやかアレルギー
クリニック 025-521-0700

16:00

16:30 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

(公財)長岡市芸術文化振興財団

事業課 0258-29-7715

11:00

12:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 関係者のみ

長岡造形大学総務課
0258-21-3311

13:30

16:20 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

新潟県学生ウインド
アンサンブル
080-3747-0182（中島）

12:30

16:00 シアター 全席自由 1,000円

民謡松本会長岡地区連合会
0258-35-5002（多田）

(日)

※中学生以下無料
未 定

未 定

ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

(木) 新潟地区大会

27 第４３回 長岡市民踊・舞踊発表交歓会

事業課 0258-29-7715

13:30

県内の大学生による吹奏楽の演奏会です。

26 第５回ヤマハジュニアピアノコンクール

新潟日報社長岡支社業務部

ＪＦＢ＋Ｈ かむろ真鶴
0258-33-5013（北村）

(土) 演奏会

22 第３９回 長岡松本会いぶき民謡まつり

アンサンブルリリック
090-2237-9592（生駒）

16:30 シアター 入場無料

(日) 成果発表ミニコンサート

21 第２２回 新潟県学生ウインドアンサブル

(公財)長岡市芸術文化振興財団

13:45

特別プログラムは弦楽アンサンブルとの共演

16 令和元年度 長岡造形大学 学位記授与式
(月)

★劇場

今井慶子ピアノ教室
0258-33-1124（今井）

(土) 器楽、声楽、コーラスの発表会。２０回記念

15 １日限りの吹奏楽部㏌長岡

事業課 0258-29-7715

17:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

※残りわずか

14 すこやか健康フェア
(土)

(公財)長岡市芸術文化振興財団 ★ﾘﾘｯｸ

13:00

(金)

14 第２０回ルーチェ・ムジカーレ音楽発表会

チケット

0258-34-9662（平日9:30～17:30）

(日) バレエ＆ダンスの公開レッスンと高校３年生の卒業式。
生き生きとした生徒のダンスをご覧ください。

13 オーケストラ・アンサンブル金沢 with 秋川雅史

主催･お問合せ先

事業課 0258-29-7715

(土) （長岡会場）

8 第１３回 小林ピアノ教室・今井慶子ピアノ教室
(日) ピアノ発表会

３月

★ﾘﾘｯｸ

㈱ヤマハミュージックジャパン
03-5488-5481

13:00

16:00 シアター 入場無料

長岡市民踊発表交歓会
運営委員会
0258-35-9245（長谷川）

28 第２７回長岡向陵高等学校吹奏楽部定期演奏会 14:00
(土) 「斐伊川に流るるクシナダ姫の涙」

16:10 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

長岡向陵高等学校吹奏楽部
0258-29-1300

16:30 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

堀井恵フルート教室
090-4399-9375（堀井）

(金) 民踊から新舞踊まで、地域で活躍している

団体が日頃の練習の成果を発表します。

「銀河鉄道９９９」 ほか
29 堀井恵門下生による

13:00

(日) 第３１回フルート音楽のひととき
出演：県内外の小学生から大人まで、講師演奏もあり

終演バスあり

託児室あり

２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３月 ◇◇◇
日

催

し

物

開演

29 けやきの会第２２回バリアフリー映画上映会

終演
(予定)

長岡ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ ℡:0258-29-7711

会場

入場料など

主催･お問合せ先

①10:15 ①12:29 シアター 全席自由 大人1,000円
②13:15 ②15:29
中学生以下 500円

(日) 上映映画「聲の形」

※介助者は半額
（当日各200円増）

29 中嶋音楽教室発表会

チケット

ＮＰＯ法人夢ハウスけやきの家 ★ﾘﾘｯｸ
080-7085-2755
(土日祭日除く10:00～15:00)

15:15

16:45 第1ｽﾀｼﾞｵ 入場無料

0258-39-8874（中嶋）

30 県立長岡大手高等学校音楽部第５回定期演奏会 18:30
(月) 吹奏楽と合唱の演奏会です。

20:30 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料

県立長岡大手高等学校
0258-32-0096（立川）

(日)

皆様のお越しをお待ちしております。

◇◇◇ 市立劇場の公演３月 ◇◇◇
日

催

し

長岡市立劇場 ℡:0258-33-2211
終演

物

開演 (予定)

8 帝京長岡高等学校吹奏楽部 第２０回定期演奏会
(日) 吹奏楽オリジナル曲、ＪＡＺＺ、パプリカ、
東北中・三島中・中之島中との合同演奏など

会場

入場料など

主催･お問合せ先

13:00

16:00 大ホール 入場無料

帝京長岡高等学校吹奏楽部
0258-36-4800（宮城・矢澤）

14 平和劇２０２０
15:10
(土) ～長岡の未来につなぐメッセージ 一人一人が伝承者～

16:20 大ホール 入場無料

長岡市立南中学校
0258-32-1577（大久保）

チケット

平和劇公演の前に会議室で平和ミニ講座も行います

21 ＢＳＮ愛の募金・東日本大震災チャリティコンサート
(土) 「ＢＳＮサクラジオ」
ゲスト：岡本真夜・スネオヘアー・中澤卓也

16:00

18:00 大ホール ※申込み終了

ＢＳＮ新潟放送
025-267-4111
(平日10:00～17:00)

22 県立長岡高等学校吹奏楽部 第２８回定期演奏会
(日) 行進曲「春」、ジャパニーズ・グラフィティXIV
A･RA･SHI～Beautiful Days 他

17:30

19:30 大ホール 全席自由 500円

県立長岡高等学校吹奏楽部
0258-32-0072

25 令和元年度 長岡技術科学大学
(水) 学部卒業式・大学院修了式

10:00

28 吹奏楽合同演奏会
(土) 旭岡中・東北中ドリームコンサート
ｗｉｔｈ 中越高校吹奏楽部

13:30

(当日100円増)
※未就学児無料

11:30 大ホール 関係者のみ

★ﾘﾘｯｸ
★劇場

国立大学法人 長岡技術科学大学

0258-47-9204（総務部総務課）

16:00 大ホール 入場無料

ドリームコンサート事務局
0258-35-2715（東北中 長）

２月１７日現在

託児室あり
※ 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
2020

年

4

月

1

日( 水） 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）

2021 年
コンサートホール・シアター
2020 年
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

4 月分
7 月分
7 月分

大・小ホール
大・中・小会議室
大・小ホール練習使用

2021 年
2021 年
2020 年

4 月分
4 月分
7 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

