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令和４年度事業計画 
 

 令和４年度は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により様々な行動自粛を強いられて

きた市民に、芸術文化が心の安らぎと活力をもたらすよう、地域に根差した芸術文化の拠点施

設「みんなのホール」として長岡リリックホールと長岡市立劇場を活用し、市民文化活動のさ

らなる活性化のための取組みと、多彩な公演の提供による芸術文化の楽しみを拡げる取組みを

推進していきます。 

昨年度に引き続き未来の文化の担い手となる子どもたちの人材育成事業に重点を置き、「学

校アウトリーチ事業」や「リリックジュニア育成事業」、「米百俵未来塾連携事業」などの継続

強化を進めるほか、新たに、リリックホール全館を活用して「東京フィル楽器ワークショップ」

を開催するなど、子どもたちが地元に居ながらにして本物を体験できる場の拡大を図ります。 

市民の皆様に安心してホールにご来場いただけるよう、しっかりと感染防止対策に努めるこ

とはもちろん、３年ぶりの開催となる「コーラスフェスティバル」など、特に、感染症の影響

により制限されてきた市民の様々な芸術文化活動を活性化する支援事業の強化に取り組んでま

いります。 

また、芸術文化鑑賞を推進する事業では、より多くの皆様から生の舞台芸術に出会う素晴ら

しさを体感していただくため、２つのホールの特性を活かしながら、要望が多く寄せられてい

るミュージカル公演や親子で鑑賞できる公演など、多世代の方を対象とした様々なジャンルで

の質の高い公演の提供を進めます。 

また、令和元年度から招へいした「アフィニス夏の音楽祭」は、３年ぶりの本格開催に向け、

地元アーティストの協力をいただきながら地域交流プログラムの充実を図り、魅力あるコンテ

ンツを展開します。 

 各事業の実施においては、文化庁等の公的助成金や事業支援の獲得に努めるとともに、地元

企業や報道機関等の協力を得て、さらなる内容の充実を図ります。 

  

≪公益目的事業≫ 

１ 自主文化事業 
市民の幅広いニーズに応える舞台芸術の鑑賞機会を提供し、様々な年代の方から、芸術文

化に触れ、楽しんでいただきたいと考えています。 

長岡リリックホールでは、世界的なピアニストや日本を代表するクラシックギター奏者、

新進気鋭のヴァイオリニスト、数々の受賞歴を誇る箏奏者など聴きごたえのある各種公演や、

演劇、伝統芸能など、コンサートホールやシアターの特性を生かし、充実した公演を開催し

ます。 

長岡市立劇場では、開催希望の多い劇団四季などのミュージカル公演や、日本デビュー10

周年を迎えたアンドレア・バッティストーニ指揮による東京フィルハーモニー交響楽団長岡

特別演奏会など、規模を活かした大型公演を開催します。 

地方公演では初となる藝大フィルハーモニア管弦楽団によるオーケストラ公演では、長岡

市出身の３名のソリストを迎え、長岡ならではの公演を予定しております。 

また、新潟県文化振興財団や企業協賛、マスコミ、プロモーター等との連携により、様々

な分野の人気公演も提供していきます。 

 

 



２ 文化活動支援事業 
   子どもたちが本物の芸術に触れ、体験し、技術と感性を高めていく人材育成事業の強化を

柱に、アウトリーチ活動やワークショップ等の継続開催により、感染症の影響から自粛傾向

にあった市民の芸術文化活動の活性化を支援していきます。 

特に、中高生への支援の充実を図るため、東京フィル楽器ワークショップをはじめ、長岡

市出身でフィンランド放送交響楽団首席フルート奏者の小山裕幾によるフルートワークショッ

プや、藝大フィルメンバーによる学校アウトリーチに取り組むほか、令和３年度に引き続き

地元プロアーティストや文学座俳優による多様な学校アウトリーチ、リリックホールで実施

する小学生狂言ワークショップなどにより、児童生徒との優れた芸術体験による交流を進め

ます。 

また、「アフィニス夏の音楽祭」、「米百俵未来塾提携事業」、「仲道郁代プロデュース『三善

晃記念 響き合うピアノ』」は４年目の開催となり、事業のブラッシュアップを図ります。 

そのほか、花いっぱい音楽祭やリリック・ジュニアフェスティバル、コーラスフェスティ

バル等は参加団体の協力を得て、市民協働による継続事業を進め、市民が集うコミュニティ

づくりにつなげていきます。 

 

３ 情報収集提供事業及び調査研究事業 
季刊誌の発行やチケットをはじめとする各種サービスの提供、資料の収集と提供を行いま

す。併せて、事業の企画・実施などの立案に資するための事業研究・研修を行います。 

 

４ 友の会事業 
会員の勧誘、入会手続き、各種サービスの提供など、友の会組織「リリックメンバーズク

ラブ」の運営を行います。令和３年度から開始したインターネットによるチケット販売やメ

ルマガ配信などの、さらなるサービスの充実に努めます。 

 

５ 施設提供事業 

地域に根ざした創造的な市民芸術活動を支援するため、芸術文化活動の拠点となる２つの

文化施設（長岡リリックホール及び長岡市立劇場）について指定管理者として管理運営を行

い、芸術文化活動に対して施設の貸与を行います。 

令和４年度から月１日の条例に定められた休館日を実施しますが、施設の保守作業を同日

に集約させるなど利用者の利便性向上に努めます。 

また、長岡市が予定している施設使用料改定に伴い、必要となる施設予約システムの改修

や広報周知を行い、円滑な移行のための準備を進めます。 

 

≪収益事業≫ 

１ 公益目的以外の施設貸与事業 

長岡リリックホール及び長岡市立劇場について、施設利用者へのサービスの充実を図るた

め、公益目的以外の活動に対しても施設の貸与を行います。 

 

２ 施設利用者に対する付帯サービス事業 

施設利用者の便宜を図り、広く舞台芸術鑑賞の機会を促すため、当財団主催以外の公演に

ついてチケットの受託販売を行います。 



≪公益目的事業≫

１　自主文化事業

　プロによる質の高い舞台芸術を実施する。

No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容

1
cube 25th presents
音楽劇「夜来香ラプソディ」

4/16（土） 1
市立劇場
大ホール

第二次世界大戦末期の上海を舞台に、人種等の壁を
乗り越え、コンサートを開催しようとする人々の物語。松
下洸平、白洲迅、木下晴香など豪華キャストが出演。
（共同主催：ＮＳＴ新潟総合テレビ）

2 松田華音ピアノ・リサイタル 5/21(土) 1
コンサート
ホール

6歳で芸術王国ロシアに渡り、ロシア最高峰の名門音
楽学校のピアノ科に第一位で入学。最高のピアノ教育
を受け、芸術大国ロシアに認められた天才ピアニスト
によるリサイタルを開催。

3 三遊亭白鳥　入船亭扇辰　二人会 6/4(土) 1 シアター
新潟県出身の二人の落語家、三遊亭白鳥と入船亭扇
辰による二人会を開催。
（共同主催：サンライズプロモーション北陸）

4
【文学座地域拠点契約事業】

文学座公演vol.16
「一銭陶貨～七億分の一の奇跡～」

6/11（土） 1 シアター
太平洋戦争末期、金属不足のため陶製の硬貨づくり
を請け負い、生き残りを賭けた瀬戸の「窯ぐれ」職人た
ちの闘いを、ユーモラスに描いた物語。

5
荘村清志・福田進一・鈴木大介・大萩康司

DUO×DUO
6/18(土) 1

コンサート
ホール

日本クラシックギター界の大御所と次世代の旗手4人
による、ギター・デュオに特化した公演を開催。

6 フォークフェスタ in 長岡 7/3（日） 1
市立劇場
大ホール

デビュー50周年を迎えたイルカと、親交の深い南こう
せつによるフォークコンサートを開催。
（共同主催：ＦＯＢ企画）

7 小林美樹ヴァイオリン・リサイタル 7/10 （日） 1
コンサート
ホール

第14回ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクールで
第2位受賞の小林美樹と、姉でモロッコ王妃国際ピアノ
コンクール優勝の小林有沙が、ブラームスのヴァイオリ
ン・ソナタ全曲演奏に挑みます。

8 HY HANAEMI TOUR 2022-2023 7/30（土） 1
市立劇場
大ホール

代表曲「366日」など多数のヒットソングを生み出してい
る沖縄県出身のグループ、ＨＹのコンサートを開催。
※令和3年度からの振替公演
（共同主催：ＦＯＢ企画）

9
【東京フィル提携事業】

リリック子ども音楽館
東京フィルわくわくコンサート

7/31（日） 1
コンサート
ホール

日本を代表するオーケストラ・東京フィルハーモニー交
響楽団が監修する親子で楽しめるオーケストラコン
サートを開催。

10
ディズニー・ワールド・ビート2022
JAZZ ANIMALS～夢を奏でる動物たち

8/9（火） 1
市立劇場
大ホール

親子で楽しめるウォルト・ディズニーが愛した〈ジャズ音
楽〉を、ブラッド・ケリー率いるビッグバンドによる演奏で
開催。
（共同主催：ＴｅＮＹテレビ新潟）

11 フォレスタコンサート in 長岡 8/21（日） 1
市立劇場
大ホール

テレビ番組で人気を博している音大出身の男女混声
コーラスグループによるコンサートを実施。
※令和3年度からの振替公演
（共同主催：ＦＯＢ企画）

12
【東京フィル提携事業】

東京フィルハーモニー交響楽団
長岡特別演奏会

9/18（日） 1
市立劇場
大ホール

日本デビュー10周年を迎えたアンドレア・バッティス
トーニを指揮に迎え、長岡特別演奏会を開催。
（協賛予定：北越コーポレーション（株）、第四北越銀
行）

13
野村万作・萬斎　狂言公演
＆ワークショップ

9/21（水） 1 シアター
野村万作・萬斎による狂言公演を開催。また、小学生
を対象とした「万作の会 狂言ワークショップ」を開催。

令和４年度　事業計画書一覧表



No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容

14
ユニオンツール クラシックプログラムvol.25

仲道郁代ピアノ・リサイタル
「前奏曲 ～永遠への兆し～」

9/23（金・祝） 1
コンサート
ホール

令和3年度文化庁長官表彰及び文化庁芸術祭大賞受
賞など、人気、実力共に日本を代表するピアニストによ
るリサイタルを継続開催。
（協賛：ユニオンツール株式会社）

15 イタリアの想い出 10/2（日） 1
コンサート
ホール

東京フィルハーモニー交響楽団首席クラリネット奏者
のアレッサンドロ・ベヴェラリを中心に、イタリア・ヴェ
ローナで共に学んだトップ奏者らによるコンサートを開
催。

16 DRUM TAO
10/10(月・

祝)
1

市立劇場
大ホール

和太鼓を驚異のパフォーマンスで表現し、世界中で活
躍するDRUM TAOによる公演を開催。
（共同主催：ＵＸ新潟テレビ21、サンライズプロモーショ
ン北陸）

17
演劇公演「百日紅、午後四時」（仮
称）

10/16（日） 1 シアター

市毛良枝を主演に迎え、濃密な人間同士のコミュニ
ケーションを愛おしく、笑いたっぷりに描きながら、「人
生百年をどう生きる」を問いかける、大人のホームドラ
マ作品を上演。

18 三遊亭好楽＆桂宮治 長岡落語会 10/23（日） 1
市立劇場
大ホール

三遊亭好楽と 日本テレビ系演芸番組「笑点」の新メン
バーとなり、話題の落語家・桂宮治らによる落語会を開
催。
（共同主催：ＴｅＮＹテレビ新潟）

19
劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

11/12（土） 1
市立劇場
大ホール

劇団四季が長い間練り上げ完成度を高めてきた、
ヒューマニズムあふれるミュージカル公演を開催。
（共同主催：（公財）新潟県文化振興財団）

20 第20回澤クヮルテットコンサート 11/26（土） 1
コンサート
ホール

東京藝術大学・学長の澤和樹が率い、長岡市出身の
大関博明が第2ヴァイオリンを務める日本トップの弦楽
四重奏団「澤クヮルテット」の演奏会を継続開催。

21
ローマ・イタリア管弦楽団
「ローマの休日」

12/4（日） 1
市立劇場
大ホール

名画「ローマの休日」の上映と共に、ローマ・イタリア管
弦楽団による生演奏で贈るシネマライブコンサートを開
催。
（共同主催：ＴｅＮＹテレビ新潟）

22 ミュージカル「クリスマス・キャロル」 12/24（土） 1
市立劇場
大ホール

クリスマスをテーマにした物語として最もポピュラーな
作品のひとつであり、世界中で映画や舞台化されてい
る「クリスマス・キャロル」を上演。
（共同主催：ＴｅＮＹテレビ新潟）

23
藝大フィルハーモニア管弦楽団
ニューイヤーコンサート2023

1/8（日） 1
市立劇場
大ホール

藝大フィルの地方公演では初となる演奏会。ソリストに
は、長岡市出身の鈴木愛美（ソプラノ）、小山裕幾（フ
ルート）、大瀧拓哉(ピアノ）を迎える。
（共同主催：（公財）新潟県文化振興財団）

24 第9回入船亭扇辰独演会 1/21（土） 1
アオーレ長岡
市民交流
ホールＡ

長岡市出身の落語家・入船亭扇辰の落語公演。本人
が落語に最適と評価するアオーレ長岡の市民交流
ホールを会場に開催する。

25 中嶋彰子ソプラノ・リサイタル 1/28（土） 1
コンサート
ホール

卓越した歌唱力と演技力、そして自由で華やかな存在
感で人気を博するソプラノ歌手 中嶋彰子のリサイタル
を開催。
（共同主催：（公財）三井住友海上文化財団）

26 LEO箏リサイタル 3/4（土） 1
コンサート
ホール

16歳で「くまもと全国邦楽コンクール」史上最年少最優
秀賞・文部科学大臣賞受賞など、多数の受賞歴や
オーケストラとの共演などで注目を集める新進気鋭の
筝曲奏者による公演。

27 演劇公演 調整中 1
市立劇場
大ホール

マスコミとタイアップした演劇公演を予定。

28 （自主文化事業共通経費） ― ― ― イベントガイド印刷代、ダイレクトメール送付代等



２　文化活動支援事業

No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容

1
【東京フィル提携事業】

東京フィルアウトリーチ
コミュニティコンサート

5月、10月 8
市内コミュニ
ティセンター
等

東京フィルハーモニー交響楽団の首席奏者を中心と
したメンバーが、コミュニティセンターや公共施設など、
市民の身近な場所を会場に交流コンサートを開催。

2
【文学座提携事業】

演劇活性化事業
通年 ― スタジオ等

長岡造形大学と連携した舞台美術ワークショップなど、
日本を代表する劇団文学座のノウハウを活用した各種
演劇ワークショップやアウトリーチを実施。

3

【リリックジュニア育成事業】

熱中！感動！夢づくり教育

ジュニア育成事業
（長岡少年少女合唱団）

通年 ― スタジオ等
ジュニア世代を対象に合唱による人材育成事業を実
施。長岡少年少女合唱団の活動支援と演奏会を開
催。

4

【リリックジュニア育成事業】

熱中！感動！夢づくり教育

ジュニア育成事業
（ジュニアミュージカル）

通年 ― スタジオ等
ジュニア世代を対象にミュージカルによる人材育成事
業を実施。7月に発表会の実施、12月にはリリック・ジュ
ニアフェスティバルに出演する。

5

【リリックジュニア育成事業】

熱中！感動！夢づくり教育

ジュニア育成事業
（ジュニアストリングオーケストラ）

通年 ― スタジオ等
ジュニア世代を対象に弦楽器による人材育成事業を
実施。ジュニア弦楽合奏団（リリック・ジュニア・アンサン
ブル）の育成とステージ公演を開催。

6 近代美術館連携事業 4月・8月 2 近代美術館
新潟県立近代美術館の企画展と連携して行うコンサー
トを開催。

7 花いっぱい音楽祭支援事業 5/30（日） 1
コンサート
ホール

「長岡市花いっぱいフェア」に併せて行う音楽祭を支
援。
（主催：花いっぱい音楽祭実行委員会）
（共催：長岡市花いっぱいフェア開催協議会）

8
熱中！感動！夢づくり教育

地元アーティスト学校アウトリーチ
6月～11月 ―

市内
小中学校

地元で活動するアーティストが、市内の小中学校に出
向いてコンサートやワークショップを開催。
（共同主催：長岡市教育委員会）

9
仲道郁代プロデュース
「第4回三善晃記念 響き合うピアノ」

1月・3月 1
コンサート
ホール

元芸術顧問で作曲家の故三善晃氏が企画されたマス
タークラスとコンサートを併設した人材育成事業を、仲
道郁代プロデュースにより開催。
（共同主催：一般社団法人 音楽がヒラク未来）

10
【長岡市米百俵財団連携事業】

米百俵未来塾
劇団「文学座」ワークショップ

8/10(水） ― リリックホール
（公財）長岡市米百俵財団と連携し、未来を担う子ども
たちへ演劇的手法を生かした人材育成事業を開催。

11
【アフィニス文化財団提携事業】

アフィニス夏の音楽祭2022Nagaoka

8/21（日）
～

8/28（日）
3 リリックホール

世界的な演奏家や国内プロオーケストラの選抜メン
バーが音楽を創り上げていく様子を公開するセミナー
音楽祭。地元ならではの「音楽交流プログラム」も展開
する。
（主催：アフィニス夏の音楽祭実行委員会、（公財）ア
フィニス文化財団）

12
【東京フィル提携事業】

東京フィル中学生楽器ワークショッ
プ

9/17（土） ― リリックホール
東京フィル長岡特別演奏会に併せて開催。中学吹奏
楽部員を対象に東京フィル楽団員による楽器指導を
行う。

13
第19回リリックホール
コーラスフェスティバル

12/11(日) 1
コンサート
ホール

地元で活動しているコーラスグループが集結して行う
合唱の祭典を開催。
（共同主催：長岡市音楽文化協会）

14 リリック・ジュニアフェスティバル2022 12/18(日) 1
コンサート
ホール

地元で音楽を学んでいる子供たちが、日ごろの練習の
成果を発表する演奏会。
（共同主催：長岡音楽指導者の会）

　人材育成事業やアウトリーチ活動、ワークショップ等を継続的に開催する。



No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容

15 リリックママコンサート 調整中 1 第1スタジオ
平日の日中に、子育て世代の親子を対象に芸術鑑賞
の機会を提供。

16 リリックホワイエコンサート 調整中 2 ホワイエ
長岡リリックホールの優れたロケーションを活用した、
気軽に足を運べるコンサートを開催。

17 1日限りの吹奏楽部in長岡
2/23(木・

祝)
―

ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ
全館

楽器演奏者の掘り起しや吹奏楽を一緒に演奏すること
の楽しさを体験できる機会を提供することを目的に、
ワークショップを開催。

18 小山裕幾フルートワークショップ 調整中 ―
コンサート
ホール

長岡市出身で北欧の名門フィンランド放送交響楽団
首席フルート奏者を務める小山裕幾による、中高生向
けワークショップを開催。

19 市民芸術文化活動助成事業
7月、1月に

公募
― ―

地域に根ざした市民の自主的な芸術文化活動に対し
て､活動経費の一部を助成｡

20 青少年招待事業 通年 ― ―
財団が主催して行う公演に､市内の小中高校生を無料
で招待する｡

21 （文化活動支援事業共通経費） ― ― ― 消耗品代、事業チラシ印刷代等

３　情報収集提供事業及び調査研究事業

　文化情報誌「Lyric　Colors」（季刊誌）の発行、「情報ラウンジ」の運営や事業研究を行う。　　

事業名 期　間

季刊誌発行
通年

（隔月）

情報ラウンジ運営 通年

事業研究･研修等 通年

４　友の会事業　

　「リリックメンバーズクラブ」の運営を行う。　　

事業名 期　間

友の会運営 通年

内　　容

【継続事業】財団自主事業についての宣伝・報告や、リリックホール、市立劇
場の広報を行う。
（隔月発行／4,000部程度発行）

【継続事業】チケットサービス、芸術関係資料の収集と提供を行う。

【継続事業】事業の企画、実施に要する研究、職員研修等を行う。

内　　　　容

【継続事業】会員勧誘、入会手続き、サービス提供等を行う。
　　　　 　　　令和4年3月1日現在　会員数：1,009人
　　　　　　　　（参考：令和3年3月末　会員数：1,236人）



５　施設提供事業

　長岡リリックホール及び長岡市立劇場において、芸術文化活動（公益目的）に対して施設の貸与を行う　　

施設名 期　間

長岡リリックホール 通年

長岡市立劇場 通年

≪収益事業≫

１　公益目的以外の施設貸与事業

　長岡リリックホール及び長岡市立劇場において、公益目的以外の活動に対して施設の貸与を行う　　

施設名 期　間

長岡リリックホール 通年

長岡市立劇場 通年

２　施設利用者に対する付帯サービス事業

　当財団主催以外の公演についてチケットの受託販売を行う。　

事業名 期　間

付帯サービス事業 通年

内　　　　容

地域に根ざした創造的な市民芸術活動を支援するため、芸術文化活動の拠
点となる２つの文化施設（長岡リリックホール及び長岡市立劇場）について、
指定管理者として管理運営を行い、芸術文化活動に対して施設の貸与を行
う。

内　　　　容

長岡リリックホール及び長岡市立劇場において、施設利用者へのサービスの
充実を図るため、公益目的以外の活動に対しても施設の貸与を行う。

内　　　　容

施設利用者の便宜を図り、広く舞台芸術鑑賞の機会を促すため、当財団主
催以外の公演についてチケットの受託販売を行う。


