
平成２６年度事業計画 

 

市民の幅広いニーズに応えるよう音楽、演劇、伝統芸能など質の高い多彩なジャンルの公演

を開催します。特に、話題のアーティストをタイムリーに招聘すると共に、ファン層の広い人

気公演を開催し、市民の満足感の充足を一層図ります。また、地域力の担い手となる青尐年の

育成を図るため、教育委員会とタイアップし、子供たちが芸術文化に触れる機会を積極的に提

供し、芸術文化の普及活動を推進します。 

事業の企画や実施に当たっては、ボランティアスタッフによる実行委員会等との協力体制を

充実させ、市民力を生かした地域の芸術文化の向上を図ります。また、限られた財源の中で効

率的に事業を運営するため、民間資金の導入によるメセナ事業や、マスコミ、プロモーター等、

他団体とのタイアップに取り組むと共に、文化庁や（財）地域創造の助成金等を獲得すること

により、事業財源の確保に努めています。 

平成２６年度の事業立案に当たっては、上記の基本姿勢のもと、当財団アドヴァイザーから

専門性の高い事業に対する助言や地域に貢献するための財団の役割など、意見を伺いながら進

めました。 

以上により、地域の芸術文化への関心を喚起するとともに市民の芸術文化活動の振興を図り、

個性豊かな地域文化の形成をめざします。 

 

≪公益目的事業≫ 

１ 自主文化事業 

優れた芸術文化を創造・鑑賞する機会を提供するため、幅広いジャンルのコンサートやミ

ュージカルなど１４事業１４公演を実施します。特に市立劇場では上質の大型公演を、リリ

ックホールでは一流アーティストによるピアノ・室内楽等、中規模ホールの特性を生かした

質の高い公演を開催します。 

また、市民協働や交流の拠点として誕生したシティホールプラザ「アオーレ長岡」におい

ても特色のある公演を実施し、幅広い市民のニーズに応えた事業を実施します。 

 

２ 文化活動支援事業 

市民が自主的に企画･運営する公演や活動への支援を積極的に行うと共に、小中学校出前コ

ンサートやウィークデー芸術普及事業を充実させ、幅広い年齢層への芸術文化普及活動を推

進します。また、市民を対象としたワークショップをより発展させ、ワークショップを通じ

て市民が自身のスキルを向上させるだけでなく、身につけたスキルを地域に還元できるよう

なリーダー育成の仕組みの構築を図ります。 

さらに、次代を担うジュニア層の育成を図るためジュニア育成事業を展開し、新年度は特

に弦楽器ジュニア講座を実施して奏法指導を行い奏者の裾野を広げるとともに、音楽に親し

み感性豊かな子供たちを育んでいきます。 

  継続事業として実施している「船橋洋介プロデュース夢づくりコンサート事業」は、長岡

市教育委員会からの委託を受けて熱中！感動！夢づくり教育事業の一環として、子供たちに

本物の芸術を体感する機会を提供します。 

 

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、「情報ラウンジ」の運営として、チケットをはじめ



とする各種サービスの提供、芸術関係雑誌・資料の収集と提供を行います。あわせて、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。 

 

≪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≫　　４０６，３０９千円

１　自主文化事業　　８５，８５５千円

　プロによる質の高い舞台芸術や娯楽性のある公演を実施する。 (単位:千円）

公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

東京都交響楽団演奏会
with 錦織健

6/11（水） 1 市立劇場
テノール歌手の錦織健をソリストに迎えたオーケス
トラ演奏会を開催する。

8,530

リリックこども音楽館～タッチ・ザ・ミュージック
～

青島広志の世界わくわく音楽紀行
with ブルー・アイランド楽団

7/13(日) 1
コンサート
ホール、他

幅広い世代に人気のある青島広志を招聘し、親
子で楽しめるコンサートを開催する。同時に音楽
体験できるプレイベントも実施する。

4,090

新潟県立近代美術館連携事業

東儀秀樹 雅楽公演
7/17(木) 1 市立劇場

新潟県立近代美術館「法隆寺―祈りとかたち」の
開催に合わせた雅楽公演を開催する。

6,530

ブラスト！ 7/24(木) 1 市立劇場
金管楽器12種類とパーカッション51種類の演奏と
ダンスを交えたエンターテイメントショーを開催す
る。（共同主催：キョードー北陸）

20

入船亭扇辰アオーレ落語会 7/26(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を
開催する。
（共同主催：長岡市）

700

中越大震災復興10年メモリアル事業

佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会

8/17(日) 1 市立劇場
世界的に活躍する指揮者佐渡裕を迎えブラス公
演を開催する。
（共同主催：TeNYテレビ新潟）

3,000

澤クヮルテットのしっくりクラシック 9/23(祝･火) 1
アオーレ長岡
市民交流
ホールＡ

弦楽四重奏団・澤クヮルテットが、室内楽の魅力を
楽しいお話を交えて紹介する。
（共同主催：長岡市）

740

ﾕﾆｵﾝﾂｰﾙｸﾗｼｯｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑvol.17

仲道郁代 ピアノ・リサイタル
9/26(金） 1

コンサート
ホール

【継続事業】日本を代表するピアニスト・仲道郁代
のコンサートを開催する。
(協賛：ユニオンツール(株))

2,100

リリック室内楽シリーズ

澤クヮルテット＆ヘンシェル弦楽四
重奏団 ジョイントコンサート

10/9(木) 1
コンサート
ホール

国際的に活躍するヘンシェル弦楽四重奏団と澤
クヮルテットが共演し、八重奏コンサートを開催す
る。

3,300

文学座公演「女の一生」 10/11(土) 1 シアター
文学座の看板女優であった故杉村春子の代表作
を平淑恵の主演で上演する。

3,130

演劇公演「黄昏にロマンス―ロディ
オンとリダの場合―」

11/15(土) 1 シアター
実力派俳優である平幹二郎と渡辺美佐子の二人
芝居を上演する。

4,245

中越大震災10年復興祈念・東日本大震災復
興祈願

「鼓童」特別公演
11/30(日) 1

アオーレ長岡
アリーナ

鼓童と縁のある東北芸能3団体を招へいし、ナカド
マで芸能披露するほか、アリーナで鼓童との特別
公演を行う。
（共同主催：長岡市）

41,700

坂本朱 with オルガンコンサート 12/4(木) 1
コンサート
ホール

日本を代表するメゾ・ソプラノ歌手・坂本朱とリリッ
クホールに寄贈されたポジティフオルガンのコン
サートを開催する。

2,140

中村紘子デビュー55周年ピアノリサイタル 2/1(日) 1 市立劇場
市立劇場のスタインウェイ（25年度から保有）を活
用して、市民に一流のピアノ演奏を提供する。
（共同主催：TeNYテレビ新潟）

0

（自主文化活動共通経費） ― ― ― イベントガイド印刷代、ダイレクトメール送付代等 5,630
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２　文化活動支援事業　　３２，００５千円

(単位:千円）

公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

アオーレ長岡誕生記念祭
4/19(土)
4/20(日)

― アオーレ長岡
【継続事業】アオーレ長岡の2周年を記念して、地
元の音楽活動団体のコンサートを行う。
（主催：アオーレ長岡誕生記念祭実行委員会）

0

アオーレミュージックジャム2014 9/20(土) 1
アオーレ長岡
アリーナ

若本向け音楽イベントの実施にあたり、実行委員
会の一員として運営協力を行う。
（主催：ｱｵｰﾚﾐｭｰｼﾞｯｸｼﾞｬﾑ実行委員会(仮称)）

0

花いっぱい音楽祭支援事業 5/25(日) 1
コンサート
ホール

【継続事業】長岡市「花いっぱいフェア」に併せて
開催する音楽祭に対して支援を行う。
（主催：花いっぱい音楽祭実行委員会）

830

ウィークデー芸術普及事業

柳家花緑独演会 花緑ごのみ
6/26(木) 1 シアター

【継続事業】平日の日中に、シニア世代を対象に
芸術鑑賞の機会を提供する。

1,270

ウィークデー芸術普及事業

0才からのミニコンサート
8月、3月

予定
2 第1スタジオ

【新規事業】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する。

370

第13回リリックホール
コーラスフェスティバル

12/14(日) 1
コンサート
ホール

【継続事業】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する。
（共同主催：長岡市音楽文化協会）

240

ジュニア･リリック･コンサート2014 12/21(日) 1
コンサート
ホール

【継続事業】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機会を提供する。
（共同主催：長岡音楽指導者の会）

240

リリック演劇祭vol.18
シアターゴーイング

2/21(土)
2/22(日)
2/28(土)
3/  1(日)

12
シアター
第1スタジオ

【継続事業】長岡市を中心に活躍するアマチュア
劇団の演劇公演を開催する。
（企画･運営:シアゴーつくり隊）

500

熱中！感動！夢づくり教育

船橋洋介プロデュース
夢づくりコンサート事業

6/10(火) 2 市立劇場

【継続事業】市内全小学5年生を招待する東京都
交響楽団の演奏会を開催する。前日に中学生を
対象としたワークショップも実施する。
（共同主催：長岡市教育委員会）

10,000

熱中！感動！夢づくり教育

劇団四季がやって来る！
夢づくりミュージカル事業

10/14(火) 2 市立劇場
【継続事業】市内全小学6年生を招待する劇団四
季のミュージカル公演を実施する。
（共同主催：長岡市、長岡市教育委員会、劇団四季）

20

衛紀生プロデュース演劇活性化事業

各種ワークショップ
4～3月 － スタジオ、他

【継続事業】地域拠点契約を結んでいる文学座の
演劇ワークショップやワークショップリーダー養成
講座を実施する。

2,005

アウトリーチ活動
（小中学校出前コンサート）

5～9月 20
市内
小中学校

【継続事業】市内の小中学校にアーティストが出張
し､子ども達が優れた芸術に直接触れる機会を提
供する。

2,570

船橋洋介ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ ｼﾞｭﾆｱ音楽活性化事業

合唱クリニック
5～10月 ―

市内
小中学校

【継続事業】当財団音楽アドヴァイザーの船橋洋
介が、市内小中学校の児童、生徒及び指導者を
対象に、学校に出向き合唱の指導を行う。

910

市民企画公募型事業

ヴェルディ「レクイエム」演奏会
合唱練習

11～3月 ― 第1スタジオ
平成27年11月22日に実施する演奏会の合唱団員
を公募し、週1回の割合で練習を行う。

3,280

ミュージカル体験ワークショップ 12～3月 1 第1スタジオ
【継続事業】子ども達を対象にミュージカルワーク
ショップを開催し最終日に発表公演を行う。
(共同主催：「ミュージカルを体験しよう!」実行委員会)

3,030

長岡尐年尐女合唱団育成事業 通年 ―
コンサート
ホール
スタジオ

【継続事業】長岡尐年尐女合唱団への練習場所
の提供と支援を行う。

220

　小中学生対象のアウトリーチ活動や、ワークショップを継続的に開催するほか、市民参加の企画公募型事業
を行う。



(単位:千円）

公演名 開催日 公演数 会　場 内　　　　　容 事業費

ジュニア育成事業 通年 1
コンサート
ホール
スタジオ

ジュニアを対象に弦楽器講座等を実施する。最終
日に成果発表公演を行う。

3,000

アンサンブル・リリック支援事業 通年 ― ―
【継続事業】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実施する
際、練習場所の提供と交通費の支援を行う。

50

市民芸術文化活動助成事業
7月、1月に

公募
― ―

【継続事業】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する｡

2,000

青尐年招待事業 通年 ― ―
【継続事業】長岡市からの依頼に基づき､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｡

200

（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 1,270

３　情報収集提供事業及び調査研究事業　　１，７７０千円

　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）
840

情報ラウンジ運営 通年 220

事業研究･研修等 通年 710

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　　２１６，０１２千円

　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 161,298

長岡市立劇場 通年 54,714

【継続事業】会員勧誘、入会手続き、サービス提供等を行う。

【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】チケットサービス、芸術関係雑誌の収集と提供を行う。

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）

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。



６　その他　　６９，８６７千円 (単位:千円）

経費名 事業費

公益目的事業共通経費 69,867

≪収益事業≫　　７６，２３８千円

１　公益目的以外の施設貸与事業　　６４，５０１千円

　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 15,967

長岡市立劇場 通年 48,534

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　　１１，７３７千円 (単位:千円）

経費名 事業費

収益事業共通経費 11,737

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

内　　　　容

職員人件費のうち、法人会計からの配賦分

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。

内　　　　容

内　　　　容
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