
平成３０年度事業計画 

 

 平成３０年度は、長岡開府４００年、長岡市立劇場リニューアルオープンと歴史的に節目の

年を迎えます。 

長岡リリックホールと長岡市立劇場が芸術文化の拠点施設「みんなのホール（故 三善晃氏の

提言）」をコンセプトに、ひとりひとりが感動を体感できる機会を提供し、さまざまな人が集う

地域共生社会の実現をめざします。 

長岡市立劇場リニューアルオープン記念事業として、市民参加による東京フィルハーモニー

交響楽団長岡特別演奏会を皮切りに、演劇公演、ピアノリサイタル、世界的指揮者による海外

オーケストラ演奏会等、さまざまなジャンルの１１事業１３公演を開催し、公的機関や民間企

業と連携し、再オープンを祝います。３月には、１０年ぶりに NHK 交響楽団長岡特別演奏会

を開催します。 

「東京フィルハーモニー交響楽団提携事業」「劇団文学座地域拠点契約事業」「リリックジュ

ニア育成事業」「市民協働事業」を継続し、「みんなのホールプロジェクト」として、それぞれ

の事業を相互に繋げ、ホール内外で、芸術文化の力を活用して包括的に地域に根ざしたコミュ

ニティ・プログラムを実施します。特に、未来を担う子供たちが、平等に芸術文化を体感でき

るよう、人づくりの機会と場を創出し、新たな感動を育みます。 

 

当財団マネジメントアドヴァイザーの衛紀生氏の助言を受けながら、社会包摂型事業を推進

し、芸術文化の持つ力で市民に生きる力と明日への希望を届けます。 

 事業の実施においては、文化庁等の公的助成金の確保に努めるとともに、県財団、地元企業、

大学等との連携事業を強化し、運営資金の獲得に努めます。また、マスコミやプロモーター等

と連携して質の高い人気公演の招致に努め、限られた予算を最大限に活用します。 

  

 

≪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、多彩なジャンルの質の高い芸術文化を創造・鑑賞する機会を

提供するため、２８事業３４公演を実施します。 

長岡市立劇場では、「三浦文彰×辻井伸行デュオ・リサイタル」、「反田恭平ピアノ・リサイ

タル」、「西本智実指揮 ロシア国立交響楽団」、「アシュケナージ指揮 アイスランド交響楽団

×辻井伸行」等の世界的に活躍する指揮者とオーケストラ、「小椋佳コンサート」、「藤井フミ

ヤコンサート」等、多彩なジャンルの人気実力派アーティストを招聘します。 

長岡リリックホールでは、コンサートホールやシアターの特性を活かして、幅広い年齢層

が楽しめるコンサートや演劇公演、狂言公演等を継続的に開催します。さらに、「仲道郁代ピ

アノ・リサイタル」前日の学校アウトリーチ、「万作の会狂言公演」開演前の能舞台での小学

生狂言ワークショップ等、子供たちに本物体験の場と機会を提供し、効果的な事業の実施を

目指します。 

 

２ 文化活動支援事業 

   事業提携している東京フィルハーモニー交響楽団や劇団文学座のノウハウを活用して、積

極的にアウトリーチ活動やワークショップを開催し、子育て施設や福祉施設、学校、コミュ



ニティセンター等さまざまな会場で、全ての市民を視野に入れたコミュニティ・プログラム

を実施します。 

また、市民協働による継続事業として、「花いっぱい音楽祭」や「コーラスフェスティバル」、

「リリック・ジュニアフェスティバル」等、地元アーティストや音楽愛好家、ジュニア世代

を支援しながら市民が集うコミュニティづくりを進めます。 

  市民芸術文化活動助成事業では、新たに、特別助成事業の枠を設け、文化団体や実行委員

会等、市民による創造的で発進力のある自発的な大規模事業の支援を強化します。 

     

３ 情報収集提供事業及び調査研究事業 

文化情報紙「リリック通信」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」の運営を行います。 

 

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。 

なお、長岡市立劇場については、平成 30年７月１日から施設の貸与を開始します。 

 

 

≪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≫　　４３６，９３７千円

１　自主文化事業　　８１，５９５千円

　プロによる質の高い舞台芸術を実施する。 (単位:千円）

No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

1
【文学座地域拠点事業】

文学座公演vol.12「怪談 牡丹燈籠」
4/27（金） 1 シアター

杉村春子・北村和夫などで初演された文学座の演目
を、20年ぶりに新キャスト・演出で上演。

4,080

2
野田あすかピアノ・リサイタル
全国ツアー2018

5/11(金) 1
コンサート
ホール

様々な障害をかかえ、自らの苦しみと向き合いながら
音楽活動を続けるピアニスト・野田あすかの長岡初リサ
イタルを開催。
（共同主催：サンライズプロモーション東京、ＮＳＴ）

0

3
30th Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ
寺井尚子“Ｔｈｅ ＳＴＡＮＤＡＲＤ
ザ・スタンダード”ツアー2018

6/9(土) 1
コンサート
ホール

ジャズ・ヴァイオリンの女王として輝き続ける寺井尚子
のデビュー30周年記念コンサートを開催。

2,880

4 第5回入船亭扇辰独演会 6/23（土） 2
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を開
催。

850

5

【東京フィル提携事業】

長岡開府400年・長岡市立劇場リニューアルオープン記念

東京フィルハーモニー交響楽団
長岡特別演奏会

7/1(日) 1
市立劇場
大ホール

一般公募により「長岡フェニックス合唱団」を結成。指
揮に広上淳一を迎え、約100名の合唱団と東京フィル
ハーモニー交響楽団が共演。
（協賛：北越紀州製紙株式会社、北越銀行株式会社）

15,500

6
宝くじ文化公演事業

ビリー・ヴォ―ン・オーケストラ
7/6(金) 1

コンサート
ホール

1930～50年代の名曲を当時のままに演奏できる唯一
のバンドといわれているオーケストラコンサートを開催。
（共同主催：新潟県、長岡市、(一財)自治総合センター）

200

7
長岡市立劇場リニューアルオープン記念

三浦文彰×辻井伸行デュオ・リサイタル
7/20(金) 1

市立劇場
大ホール

人気と实力を兼ね備えた三浦文彰（ヴィオリン）と辻井
伸行（ピアノ）によるデュオ・リサイタルを開催。
（共同主催：テレビ新潟）

0

8
TOKI弦楽四重奏団2018
15周年記念コンサート

7/29（日） 1
コンサート
ホール

新潟に縁のあるメンバーで設立されたTOKI弦楽四重
奏団の15周年記念コンサートを開催。
（共同主催：ＴＯＫＩ弦楽四重奏団实行委員会）
（共催：長岡市）

980

9
【東京フィル提携事業】

リリック子ども音楽館
0歳からの東京フィルわくわくコンサート

8/19（日） 1
コンサート
ホール

親子で楽しめるオーケストラコンサートを開催。当財団
育成団体であるジュニア弦楽合奏団（リリック・ジュニ
ア・アンサンブル）も出演。プレコンサートとして、ホワイ
エでリリック・ジュニア・ミュージカルが出演。

4,475

10
クラシックコンサート
※情報解禁：５月

8月 1
コンサート
ホール

クラシックコンサートを開催。 500

11
長岡市立劇場リニューアルオープン記念

反田恭平ピアノ・リサイタル
全国ツアー2018-2019

9/8（土） 1
市立劇場
大ホール

世界的に活躍する若手天才ピアニストによる全国ツ
アー長岡公演を開催。
（共同主催：サンライズプロモーション東京、ＮＳＴ）

0

12
長岡市立劇場リニューアルオープン記念

西本智实指揮 ロシア国立交響楽団
9/9（日） 1

市立劇場
大ホール

指揮に西本智实を迎え、7年ぶりの来日となるロシアを
代表するオーケストラによるコンサートを開催。
（共同主催：ＢＳＮ新潟放送）

0

13
長岡市立劇場リニューアルオープン記念

小椋佳「歌談の会」
9/29（土） 1

市立劇場
大ホール

多くのヒット作品を生み出し、多数のアーティストへ作
品提供もしている小椋佳の歌と語りによるコンサートを
開催。

6,500

ユニオンツール クラシックプログラムvol.21

仲道郁代ピアノ・リサイタル
10/20（土） 1

コンサート
ホール

日本を代表するピアニスト・仲道郁代による、ショパン
が愛したピアノメーカー・プレイエルと現代ピアノ・スタ
インウェイによる聴き比べコンサートを開催。
（協賛：ユニオンツール株式会社）

仲道郁代アウトリーチワークショップ 10/19(金) 2 市内小学校
コンサート前日に仲道郁代のアウトリーチワークショッ
プを開催。単なる鑑賞型ではなく体験型の内容を予定

15
野村万作・萬斎　狂言公演
＆ワークショップ

10/25(木) 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。

3,500

14

平成３０年度　事業計画書一覧表

3,500



No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

16 演劇公演「移動」 10/27（土） 1 シアター

不条理演劇の先駆者・別役实氏が１９７１年に書き下ろ
した作品『移動』（主演：竹下景子）を、西川信廣氏（文
学座）の演出で上演。
（制作：可児市創造文化センター）

4,080

17
きかんしゃトーマス
ファミリーミュージカル

10/28（日） 2
市立劇場
大ホール

子どもから大人まで家族で楽しめるファミリーミュージカ
ルを上演。
（共同主催：テレビ新潟）

0

18
長岡リリックホール
開館記念日コンサート

11/1（木） 1
コンサート
ホール

長岡リリックホールの開館記念日に地元アーティストに
よるコンサートを開催。

1,760

19
はじめてのオペラ
「魔王」読み聴かせコンサート

11/4(日） 1
コンサート
ホール

オペラ「魔王」の読み聞かせや童謡メドレーのほか、音
楽用語实演など、親子向けのコンサートを開催。
（助成：公益財団法人新潟県文化振興財団）

500

20
公演共催事業
※情報解禁：６月(予定)

11月 2
市立劇場
大ホール

マスコミ等とタイアップした公演を開催。 0

21 第16回澤クヮルテットコンサート 11/18（日） 1
コンサート
ホール

東京藝術大学・学長の澤和樹が率いる、日本トップの
弦楽四重奏団「澤クヮルテット」による演奏会を開催。

2,260

22
長岡市立劇場リニューアルオープン記念

辻井伸行×アシュケナージ指揮
アイスランド交響楽団

11/18（日） 1
市立劇場
大ホール

名匠アシュケナージが最も愛するオーケストラによる日
本ツアー長岡公演を開催。
（共同主催：テレビ新潟）

2,000

23
長岡市立劇場リニューアルオープン記念

藤山直美「おもろい女」
※情報解禁：4/2日(月)

12/1（土）
12/2（日）

2
市立劇場
大ホール

時代を駆け抜けた女性漫才師ミス・ワカナの生涯を描
いた演劇を、藤山直美主演で上演。
（共同主催：ＮＳＴ）

7,700

24
長岡市立劇場リニューアルオープン記念

藤井フミヤ
35th Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｏｕｒ 2018

12/5（水） 1
市立劇場
大ホール

2018年9月にデビュー35周年を迎える藤井フミヤのコ
ンサートを開催。
（共同主催：ＢＳＮ新潟放送）

220

25
長岡市立劇場リニューアルオープン記念

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
ニューイヤー・コンサート2019

1/11(金） 1
市立劇場
大ホール

ヨハン・シュトラウス2世が創設したウィンナ・ワルツの正
統派オーケストラのコンサートを開催。
（共同主催：新潟県文化振興財団、ＮＳＴ、新潟日報社）

2,750

26 1日限りの吹奏楽部 in 長岡 3/10（日） 1
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、参
加型コンサートを開催。

300

27
長岡市立劇場リニューアルオープン記念

ＮＨＫ交響楽団＆仲道郁代
長岡特別演奏会

3/22（金） 1
市立劇場
大ホール

日本でもトップクラスの人気と実力を誇るＮＨＫ
交響楽団と、日本を代表するピアニスト・仲道郁
代の共演によるコンサートを開催。

14,000

28 公演共催事業 未定 1 調整中 マスコミ等とタイアップした公演を開催。 50

29 （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 3,010

２　文化活動支援事業　　３３，６５０千円

(単位:千円）

No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

【東京フィル提携事業】

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィル夢づくり楽器ワークショップ＆
公開リハーサル

7/2（月） ―
ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ全館
市立劇場

市内中学校吹奏楽部を対象とした楽器ワークショップ
を、リリック全館30会場で各パートに分かれて实施。リ
ハーサル公開は市立劇場・大ホールで開催。
（共同主催：長岡市教育委員会）

【東京フィル提携事業】

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィル小学生夢づくりコンサート
7/3（火） 2

市立劇場
大ホール

市内全小学5年生を招待する東京フィルハーモニー交
響楽団の演奏会を開催。
（共同主催：長岡市教育委員会）

2

【東京フィル連携事業】

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィルアウトリーチ
保育園わくわくコンサート

6/13（水）
～15（金）

5 市内保育園
東京フィルハーモニー交響楽団の団員が、市内の保
育園に出向いてコンサートを開催。
（共同主催：長岡市教育委員会）

1,000

1

　小中学生対象の招待公演やアウトリーチ活動、ワークショップを継続的に開催する。

12,000



No 公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

3

【東京フィル提携事業】

熱中！感動！夢づくり教育

東京フィルアウトリーチ
小中学校わくわくコンサート

6/25(月）～
27（水）

5
市内
小中学校

東京フィルハーモニー交響楽団の団員が、市内の小
中学校に出向いてコンサートを開催。
（共同主催：長岡市教育委員会）

1,900

4
【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 9
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団員が、コミュニティ
センターを中心に市民の身近な場所を会場に交流コ
ンサートを開催。

5,400

5
【文学座提携事業】

演劇活性化事業
通年 ― スタジオ等 文学座の演劇ワークショップやアウトリーチを实施。 1,680

6

【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
（長岡尐年尐女合唱団）

通年 ― スタジオ等 長岡尐年尐女合唱団の活動支援と演奏会開催。 1,500

7

【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
ジュニアミュージカルの活動支援とワークショップ等を
開催。

2,400

8

【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
ジュニア弦楽合奏団（リリック・ジュニア・アンサンブル）
の活動支援とステージ公演を開催。

1,800

9 花いっぱい音楽祭支援事業 5/27（日） 1
コンサート
ホール

「長岡市花いっぱいフェア」に併せて音楽祭を開催。
（主催：花いっぱい音楽祭实行委員会）
（共催：長岡市花いっぱいフェア開催協議会）

830

10
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
9/4（火）
9/6（木）

4
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）

900

11
熱中！感動！夢づくり教育

劇団四季 夢づくりミュージカル事業
10/11（木）
10/12（金）

4
市立劇場
大ホール

市内小学6年生及び昨年市立劇場の改修工事のため
实施できなかった中学1年生を招待する劇団四季の
ミュージカル公演を实施。
（共同主催：長岡市教育委員会、劇団四季）

0

12
第17回リリックホール
コーラスフェスティバル

12/9(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を幅広く募集し
て歌の祭典を開催。
（共同主催：長岡市音楽文化協会）

150

13 リリック・ジュニアフェスティバル2018 12/16(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）

190

14 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。

170

15 リリックホワイエコンサート 調整中 1 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。

110

16 アンサンブル・リリック支援事業 通年 ― ―
平成23年度まで開催してきた弦楽講習会の有志がア
ウトリーチコンサートを实施。その練習会場を支援。

0

17 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｡新規に特別助成を設定。

3,000

18 青尐年招待事業 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｡

50

19 （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 570



３　情報収集提供事業及び調査研究事業　　１，５０５千円

　文化情報誌「リリック通信」の発行、「情報ラウンジ」の運営や事業研究を行う。　　 (単位:千円）

事業名 期　間 事業費

リリック通信発行
通年

（月刊）
935

情報ラウンジ運営 通年 210

事業研究･研修等 通年 360

４　友の会事業　　８００千円

　「リリック友の会」の運営を行う。　　 (単位:千円）

事業名 期　間 事業費

友の会運営 通年 800

５　施設提供事業　　２１９，７９８千円

　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　　 (単位:千円）

施設名 期　間 事業費

長岡リリックホール 通年 163,125

長岡市立劇場 通年 56,673

６　その他　　９９，５８９千円 (単位:千円）

経費名 事業費

公益目的事業共通経費 99,589

≪収益事業≫　　５８，３５８千円

１　公益目的以外の施設貸与事業　　５３，９４６千円

　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　　 (単位:千円）

施設名 期　間 事業費

長岡リリックホール 通年 16,146

長岡市立劇場 通年 37,800

内　　容

【継続事業】財団自主事業についての宣伝・報告や、リリックホールの貸館を
含めたスケジュールの広報を行う。
（毎月4,000部程度発行）

【継続事業】会員勧誘、入会手続き、サービス提供等を行う。
　　　　 　　　平成30年3月11日現在　会員数：883人
　　　　　　　　（参考：平成29年3月末　会員数：857人）

【継続事業】事業の企画、实施に要する研究、職員研修等を行う。

内　　　　容

【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。

内　　　　容

内　　　　容

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
充实を図るため、公益目的以外の活動に対しても施設の貸与を行う。

アドヴァイザー報酬、役員報酬、職員人件費のうち、法人会計からの配賦分

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。



２　施設利用者に対する付帯サービス事業　　０千円

　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。　 (単位:千円）

事業名 期　間 事業費

付帯サービス事業 通年 0

３　その他　　４，４１２千円 (単位:千円）

経費名 事業費

収益事業共通経費 4,412

内　　　　容

職員人件費のうち、法人会計からの配賦分

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。
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