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公益財団法人のべおか文化事業団

●延岡総合文化センター TEL0982-22-1855
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月間イベントを掲載していますので、
大切に保管してご活用ください。 4

（公財）のべおか文化事業団  ～月刊情報誌～  

国文祭・芸文祭みやざき2020  2021/7/3 ▶10/17

日時：2021年 7⁄25（日） 14：00開演（13：30開場）
会場：延岡総合文化センター　大ホール
料金：1,000円 （全席自由）
※本コンサート（公財）三井住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。

会館創立 35 周年記念
藤木大地 ＆ 徳永真一郎
うたとギターのコンサート

藤木大地 徳永真一郎

©Hiromasa ©Tohru Yuasa

（カウンターテナー） （ギター）

「弦楽器教室」受講生の募集！

令和２年 ６/21より弦楽器教室が始まりました。小学生から大人まで
の８名の受講生が指導を受けています。ヴァイオリン・ヴィオラの経験
者で受講希望者はいつでもご連絡お待ちしております。（見学も可能）

♪「弦楽器教室」の内容  ●対象楽器：ヴァイオリン・ヴィオラ
   ●講師：稲田竜斗 先生
♪開催日時 ●月2回、土曜日又は日曜日
♪開催会場 ●延岡総合文化センター（練習室等）
♪受 講 生 ●上記の2楽器の経験者（初心者は不可）で子供から
 　大人まで参加可
 ●演奏する楽器は自分で準備すること
♪受 講 料 ●月額1,000円（入会時にテキスト購入1,000円）
♪そ の 他 ●見学の申込みも随時受け付けています。

のべおか文化事業団
事務局
（延岡総合文化センター内）

お問合せ先

☎0982-22-1855
※新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合があります

【昼の部】13：30 開演　13：00 開場
【夜の部】17：00 開演　16：30 開場
料金：5000円（全席指定席・300席限定）

※公演前12：00より未就学児も入場できるフリーコ
ンサート（約30分 無料）を行います。
ソーシャルディスタンスの確保が必要ですので、1席
空けてご着席ください。
フリーコンサートの入場は、先着順となります。入場
者数によっては、人数を制限いたします。あらかじめ、
ご了承ください。

古澤巖

2021年 大ホール2021年 4⁄3（土）大ホール
ヴァイオリンの昼と夜

各300席
限定

チケット
好評発売中！

延岡総合文化センター
入場料 2,000円（自由席）
チケット取扱/延岡総合文化センター
　　　　　　  伊達バレエ各教室

延岡総合文化センター
入場料 2,000円（自由席）
チケット取扱/延岡総合文化センター
　　　　　　  伊達バレエ各教室

開場 1：00pm
開演 1：30pm5⁄2（日）

第74回 伊達バレエコンサート
in延岡program

★オープニング
   ～エチュード～『皇帝円舞曲』
★第一部
   ヴァリエーション集　バレエ小品集
★第二部
 『パリの喜び』沖田紘昂  卒業記念
★第三部 『神話に寄せる幻想』

演出・振付：西島 数博
【ゲスト出演】日高有梨（牧阿佐美バレエ団）　渡部真衣（伊達バレエ出身）

◆主催・問合せ：伊達バレエ団・バレエスクール　☎（0982）52-2568

地域商工業の発展と振興に努めます

代表取締役　吉　玉　典　生

運営施設
延岡商工会館（中央通）
 ココレッタ延岡（幸町）

延岡市中小企業振興センター（指定管理者）

株式会社 延岡商工会館

宮崎県延岡市卸本町1番23号

客室清掃スタッフ募集中
一緒に働きませんか。
9:10～15:30（清掃終了まで）

延岡市中央通２丁目 3-3
TEL 0982-22-8800

http://urban-hotel.net
本店／宮崎県延岡市大貫町４丁目 1605-1
電話／0982-33-2651 FAX／33-2670
本店／宮崎県延岡市大貫町 1605-1
電話／0982-33-2651 FAX／33-2670

　延岡総合文化センターとLINEで繋がろう！！

LINEの「友だち追加」から
QRコードで登録してね♪

文化センターの
公演情報をいち早くお届け！！

広告募集中

サイズ：45ｍｍ×45ｍｍ
金額：5000円（税込）

発行部数：4000部
発行日：毎月１日

お問合せ先　TEL：0982-22-1855　担当：和田

じゃがじゃがのべおかに広告を載せてみませんか？
また催し物の案内等をしたいという方！お気軽にご相談ください！
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©新井健

旭化成ひむか文化財団主催公演
『劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～』

2021年 6月27日(日) 延岡総合文化センター
開演18：30／開場17：45  上演時間90分（休憩なし）

Ｓ席  9,900円 ［5,000円］
Ａ席  6,000円 ［3,000円］
Ｂ席  3,000円 ［1,500円］ 延岡総合文化センター、西村楽器延岡店

門川町総合文化会館、日向市文化交流センター
西村楽器 micc 本店（宮崎市）
ローソンチケット（Ｌコード：83147）

劇団四季の「これまで」と「これから」を描く
“舞台に捧げる祈り”が詰まった新作ショウ。

＼ 3月28日より チケット好評発売中!! ／

候補ナンバー（一部）
♪ 新しい世界 － ア ホール ニュー ワールド  『アラジン』
♪ アンダー･ザ･シー＆パート･オブ･ユア･ワールド
 『リトルマーメイド』
♪ 心から心へ  『魔法をすてたマジョリン』
♪ サークル･オブ･ライフ  『ライオンキング』
♪ ザ･ミュージック･オブ･ザ･ナイト  『オペラ座の怪人』
♪ ワン（フィナーレ）  『コーラスライン』
☆その他バラエティ豊かなナンバーを上演予定！

※高校生以下は［  ］の料金。※３歳以上有料。２歳以下入場不可。 
無料託児室あり。（６/４までに要事前申込）

全席
指定

プレイガイド

“文化の香るまち”

TEL.0982-22-2054
平日9：00～17：00 (土・日・祝祭日 お休みです)

●検温で37度前後の方はお声掛けをいたします。あらかじめご了承
ください。
●施設内での食事は、向かい合って食べないなど感染防止に注意し
てください。

新型コロナウイルスの感染状況により、対応等が変更になる場合がございます
ので、 延岡総合文化センター（0982-22-1855）までお問い合わせください。

利用者名簿
（参加者・来場者）

保管・管理

延岡総合文化センターのご利用について
新型コロナウイルスの感染状況により、

利用自粛または利用人数を制限しての利用となります。
ご利用にあたっての感染予防対策

催しの種類
によって

18：30 開演2021年 6⁄19（土）

7⁄25（日）延岡フィルハーモニー管弦楽団

料金：全席自由 1,000円 （未就学児は無料）
チケット発売日：5/1(土)

「《楽団創立30周年記念》 第19回定期演奏会」

藤木大地＆徳永真一郎
うたとギターのコンサートの見所！

今日本で最も注目される国際的なアーティスト２人が延岡総合文
化センターで夢の競演。
2017 年、オペラの殿堂・ウィーン国立歌劇場で鮮烈にデビューし、
東洋人初のカウンターテナーとして現地で大絶賛を受け、世界
中で活躍を続ける藤木大地。
徳島出身でもあり、パリ国立高等音楽院修士課程を首席で卒業
し、数々の国際的コンクールにて入賞を果たしてきた徳永真一郎。
聴衆の心を揺さぶる歌声とギター演奏を、是非会場でお楽しみ
ください！

特に、藤木大地さんは「のべおか第九を歌う会」のソリストとし
て幾度も演奏会に出演しており、延岡に親しみのある宮崎市出
身の声楽家です。宮崎県内でもいろんなジャンルの方 と々演奏
会を行ってきており、可能性を秘めた声楽家のお一人です。

低料金で、多くの方 に々楽しんでいただけるコンサートとなってお
ります。

Café SORA
Tel／090-9579-0268

ご迷惑をおかけしています。
営業開始までもうしばらくお待
ちください。

延岡総合文化センター内　
[営業時間] 11：30～18：00
[定 休 日] 火／水(変更有り)

■延岡事業部

URL http://www.uniquebrain.com

延岡市平原５丁目695-3 
TEL0982-32-8047・FAX0982-32-8049
E-mail：ubnobeoka@uniquebrain.com
■宮崎事業部
宮崎市吉村町江田原甲296-34
TEL0985-31-4757・FAX0985-31-4762
E-mail：ubmiyazaki@uniquebrain.com

正社員募集中

機械警備 交通警備

施設警備 巡回警備

企業警備保障㈱

★時代の要請にこたえる企業
業務拡張につき交通誘導警備員募集中

20代～70代活躍中!!
警備のご相談等お気軽にお電話下さい。
■ 延 岡 支 社　☎ 0982-34-1113
■ 日向営業所　☎ 0982-52-4442

総合環境衛生管理業

■本　　　社
〒882-0882 延岡市小野町4138番地1
TEL 0982-22-3311/FAX 0982-33-0525

きれい好きな人
大募集中！!
きれい好きな人
大募集中！!

スタッフ募集中

本　　　社
〒882-0875　延岡市若葉町２丁目2634-8
PHONE/0982-34-9010㈹　FAX/0982-34-9042
日向営業所
〒883-0012　日向市江良町１丁目63-1
PHONE/0982-50-0898　FAX/0982-50-1182

W
ork
ing

美・技 ,お掃除のプロにお任せ下さい。
あなたの『困った…』解決します。

じゃがじゃが
インフォメーション

FMのべおかにて
毎月第１木曜日
12：10～ON AIR

耳より情報、満載 !!

宮崎県延岡市出北 4丁目 2479 番地
TEL 0982-33-4001 FAX 0982-21-5963

印刷全般・企画・デザイン

ホームページ制作

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 16500-2
（宮崎県ソフトウエアセンター2Ｆ）
TEL 0985-30-5250 FAX 0985-30-5251

日 曜 施設 催し物名 開演時間 前売料金 お問い合わせ先

4/3 土 大ホール 古澤巌　ヴァイオリンの昼と夜
①13：30
②17：00

全席指定席
5000円

のべおか文化事業団
℡(0982)22-1855

4 日 大ホール いろは座　公演 12：10
全席指定

A席 3000円
B席 2500円

アポロ企画
℡(0984)37-3100

4 日 小ホール ヤマハステップアップコンサート
①10：15
②13：00
③15：30

無料
西村楽器　延岡店
℡(0982)32-3387

11 日 小ホール 延岡市消防団　第１回部長会 9：30 関係者のみ
延岡市消防本部　総務課　消防団係
℡(0982)22-7104

29 木 大ホール 令和３年度　吹奏楽　課題曲クリニック 10：00 関係者のみ
宮崎県吹奏楽連盟　県北支部
℡(0982)47-2005

5/2 日 大ホール 第74回　伊達バレエコンサートin延岡 13：30
自由席
2000円

伊達バレエ団・バレエスクール 
℡(0982)52-2568

2 日 小ホール 延岡少年少女合唱団　第33回定期演奏会 14：00 無料
延岡少年少女合唱団 
℡(090)9470-3584

4 火 大ホール 令和３年　延岡市成人式　式典
①11：30
②14：30

成人者のみ
延岡市教育委員会　社会教育課 
℡(0982)22-7032

9 日 小ホール 第３回　おさらい会 14：00 関係者のみ
延岡バレエ教室
℡(090)9728-8197

延岡総合文化センター延岡総合文化センター ※催し物の詳しい内容につきましては、それぞれお問い合わせ先にお尋ね下さい。

※新型コロナウイルスの影響により催し物の中止・延期がある場合がございます。あらかじめご了承ください。


