
日 催　し　物 開演
終演

(予定) 会場 入場料など 主催･お問合せ先 チケット

1 演奏活動２０周年記念 13:30 15:30 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

(日) 横坂源 チェロリサイタル 事業課 0258-29-7715 ★劇場

1 認定こども園 希望が丘幼稚園 発表会 9:30 11:30 シアター 入場無料 認定こども園希望が丘幼稚園

(日) 園児が歌、合奏、オペレッタ等の発表をします。 0258-22-7050

出演：認定こども園希望が丘幼稚園園児

8 第１８回リリックホールコーラスフェスティバル 11:00 16:40 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

(日) アマチュアコーラスグループが出演する ※直接会場へお越しください。 事業課 0258-29-7715

コーラスの祭典です。   ※４歳から入場できます。　  

8 大島保育園 保育発表会 9:20 12:00 シアター 入場無料 大島保育園

(日) 0258-27-1090

8 総合創作劇「昔、長岡で戦争があったよ２０１９」 18:00 19:30 シアター 入場無料 長岡市立希望が丘小学校

(日) ～時代（とき）を越え、未来に咲く希望の花～　 0258-28-0800（片桐）

出演：希望が丘小学校６年生 ジャンプ学年６３名

12 創作劇「愛と義の武将～直江兼続～」 14:00 15:10 シアター 入場無料 長岡市立与板小学校

(木) ～民を思い家臣を思い敵をもあわれむ兼続の愛と義の精神～ 0258-72-3137

出演：与板小学校６年生 かがやき学年４５名　　　　　　 

15 リリック・ジュニアフェスティバル２０１９ 14:00 15:50 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

(日) 市内で音楽を学んでいる ※直接会場へお越しください。 事業課 0258-29-7715

子どもたちの演奏会です。 ※４歳から入場できます。　  

17 町校物語２０１９「未来の学校」 18:30 20:00 シアター 入場無料 長岡市立表町小学校６年生

(火) 表町小学校６年生演劇公演。子どもたちが未来と 0258-32-0073（種岡）

過去を巡ることで、自らの役割を知ります。　　

21 長岡みのり幼稚園 発表会 9:30 12:00 シアター 入場無料 長岡みのり幼稚園

(土) オペレッタやミュージカル、歌、合奏など元気 0258-86-6088

いっぱい表現いたします。　　　　　　　　　

22 ピアノ発表演奏会 いいづか音楽教室 13:00 17:00 ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 入場無料 いいづか音楽教室

(日) ミュージックベル・ピアノ独奏・４手６手８手リレー連弾 0258-39-8274（飯塚）

出演：飯塚直子門下生　　　　　　　　　　　　　　　　

22 第２３回ミューズの会 13:00 16:00 シアター 入場無料 ミューズの会

(日) エレクトーン・ピアノ発表会 0258-29-1723（中嶋）

24 クリスマス発表会 ① 9:15 ①12:00 シアター 入場無料（関係者のみ） 学校法人ジュニアスクール

(火) 園児によるオペレッタ、リズム遊戯、歌や合奏、ダンス等の発表 ②13:15 ②16:00 認定こども園第一幼稚園

第１部：第一幼稚園、第２部：鵬幼稚園　　　　　　　　　　　 0258-28-1500

託児室あり １１月１８日現在

※

※ 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１２月 ◇◇◇ 長岡ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ ℡:0258-29-7711

網掛け表示をした催し物は、当財団の自主事業です。

12月201９年

第１スタジオ ～ 第10スタジオ 2020 年  　 4 月分 大・中・小会議室 2021 年 　　1 月分

コンサートホール・シアター練習使用 2020 年   　4 月分 大・小ホール練習使用 2020 年   　4 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。

施 設 使 用 申 込 み 開 始 日 の ご 案 内

2020 年 1 月 6 日(月） 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）

コンサートホール・シアター 2021 年     1 月分 大・小ホール 2021 年  　 1 月分



日 催　し　物 開演
終演

(予定) 会場 入場料など 主催･お問合せ先 チケット

1 レキシ ＴＯＵＲ ２０１９　 17:00 19:30 大ホール 全席指定 6,600円 キョードー北陸チケットセンター

(日) 「アナザーレキシ 025-245-5100

～あなたの知らないレキシの世界～」 (火～金12:00～18:00　土10:00～15:00)

7 きかんしゃトーマス クリスマスコンサート ①13:00 ①14:00 大ホール 全席指定 3,000円 (公財)長岡市芸術文化振興財団 ★ﾘﾘｯｸ

(土) ～ソドー島のメリークリスマス～ ②15:30 ②16:30 ※残りわずか 事業課 0258-29-7715 ★劇場

8 オルヂナリウス コンサート 14:00 16:00 大ホール 全席指定 6,500円 ＭＩＮ-ＯＮ ★劇場

(日)心地よいラテンのリズムと美しいハーモニーが 03-3226-9999

魅力の音楽大国ブラジルのグループです。　　 (インフォメーションセンター)

13 新町小ダンスフェスタ ２０１９ 13:00 15:25 大ホール 入場無料 長岡市立新町小学校

(金)子どもたちが考えた創作ダンスの発表会 0258-32-0053

15 東京スカパラダイスオーケストラ 17:30 20:00 大ホール ※完売しました キョードー北陸チケットセンター

(日) 025-245-5100
(火～金12:00～18:00　土10:00～15:00)

26 中越高等学校吹奏楽部 第６１回定期演奏会 18:00 20:30 大ホール 全席自由 一般 900円 中越高等学校吹奏楽部

(木)今年力を入れた大会曲や、歌やダンスも 　 高校生以下 500円 0258-24-0203

とり入れたオリジナルステージをお楽しみに 　   　(当日各100円増)

終演バスあり １１月１８日現在

※

※ 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。

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）

―②

　◇◇◇ 市立劇場の公演１２月 ◇◇◇ 長岡市立劇場 ℡:0258-33-2211

網掛け表示をした催し物は、当財団の自主事業です。

　 〒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/


