
●大分・佐伯方面からは
　北川インターより25分
●宮崎方面からは
　延岡南インターより20分

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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（公財）のべおか文化事業団が取り組む自主文化事業（4月〜5月開催）について、その内容と見どころをご紹介	
します。どの公演も、皆様にはきっとご満足いただけるものと思いますので、ぜひご来場ください。
なお、当文化センター友の会「じゃがじゃがメイト」に加入（年会費2,000円）されると、下記の点でお得になりますので
ぜひご加入ください。	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊お尋ねは財団事務局へ（0982-22-1855）

優先 
購入

割引券 
進　呈

情報 
提供プレゼント

●自主文化事業のチ
ケットが、一般販売よ
り先行して、１公演２
枚まで購入できます。

●チケット宅配料の割引
サービスがあります。
●館内喫茶café「蒼空」（現在
休業中）でお食事の際にデ
ザートのプレゼントがあります。

●月刊情報誌「じゃが
じゃがのべおか」や
公演チラシを毎月ご
自宅に送付します。

●割引券（500円×６枚=3,000
円）を進呈します。この割引券
は、自主文化事業公演のチケッ
ト購入時のみに１公演２枚ま
で使用可能です。

令和４年4月号令和４年4月号 415415VOL.VOL.

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。（公財）のべおか文化事業団  ～月刊情報誌～  
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古澤 巖
ヴァイオリンの昼と夜

延岡フィルハーモニー管弦楽団
ファミリーコンサート

延岡フィルハーモニー管弦楽団
ファミリーコンサート 演劇

「めじろくん」
演劇

「めじろくん」

■演奏予定曲目
　・ひまわり　・ボレロ
　・ラプソディー・イン・ブルー
　・My Favorite Things

日時：5月14日（土）
　　 ① 11：00　② 14：00　小ホール

7月30日（土）
小ホール

6月18日（土） 大ホール

日時：4月28日（木） 昼 15：00  夜 19：00
　　

■朗　読
　・炎の人 ー ゴッホ 三好十郎作

■出演者

料金：5,000円
演奏曲目：｢マリーノの新曲｣
 ｢ひばり｣
 ｢フォーレそなた｣ 他

大ホール

ー 偉才・稲田竜斗氏を偲んで ーー 偉才・稲田竜斗氏を偲んで ー

落合 祐二落合 祐二 稲田 由香里稲田 由香里
神水流 じんこ神水流 じんこ 愛川 義夫愛川 義夫

入場無料入場無料

どなたでもお聴きいただける
無料のコンサート

4/28（木）13：30～14：00
１席ごとにお座りいただきます

■当日受付 300名限定 年齢制限なし

2/27（日） 県北出身の音楽を学ぶ若手演奏家によるジョイントコンサート
〝たくさんの方が来場し拍手喝采！″

お客様からの声
●コロナ禍で生の演奏を鑑賞する機会が激減していますが、久しぶりにフ
レッシュな演奏をライブで聞かせていただき、とても励みになりました。
心が休み、来場してよかったです。

●フルート、ピアノ、クラリネット、コントラバスの演奏がとても素敵でした。
強弱を意識して滑らかに弾いていたので、とてもよかったです。私もピ
アノを習っているので、年上のお姉さん方を越えるようになりたいです。

●学生から先輩の演奏まで多彩で楽しい演奏会でした。

●このようなフレッシュなメンバーが生き生きと演奏できる日が一日でも
早く戻るように祈っています。

No.009

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

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

文具・紙製品・事務用品・OA機器
オフィス家具のご用命は、
文具・事務機の総合商社

宮本有限会社
宮崎県延岡市南町２丁目６番２
TEL（0982）33-2719
FAX（0982）33-0401

延岡総合文化センター公式のSNSのご紹介

　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！！

延岡総合文化センターフェイスブックページ！

「いいね！」をしていろんな情報を見てね !!
ここでしか見れない情報もあるよ！

宮崎県延岡市卸本町1番23号

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

見どころ見どころ
古澤巖さんよりみなさまへメッセージ
コロナの中で気がついた事があります。ス
テージ上の最も良く響く「演奏場所」を探

して、繊細な楽器の音を導き出す...。それは更に音楽の
ファンタジーが増幅され、演奏スタイルもどんどん変わっ
て行きました。
１年ぶりの延岡公演、それも特別に良い響きの「生」の音
色を体感してみませんか？延岡総合
文化センターならではの「ここだけの
音」。当日、昼間にどなたでも入れる
30分フリーコンサートもやっています。

見どころ見どころ
宮崎県内では地道に活躍する芸術家、音楽
家、朗読者が多数存在していますが、現実
的に中々発表の場がありません。優れた才
能を身近に感じていただき県内の文化、芸

術の向上につなげていければと県内六か所（延岡・高鍋・
西都・都城・小林・宮崎）で実施するものです。また、若い世
代にもピアノ、サックス、ギターの演奏、朗読など芸術全
般に関心を持っていくきっかけになればと思います。

皆に愛用されている“スタン”がリフレッシュ！

　延岡総合文化センターが所有する 『スタインウェイグランドピアノ

（D２７４）』 の修繕を行いました。 このピアノは、 文化センターが開

館した昭和６０年から使用されており、 約３６年間様々な演奏会で音

色を奏でてきました。 今回が初めての大がかりな修繕で、 外装は傷

を修繕しすべて黒の艶消しで塗装され、 さらにピアノフレームやペダ

ル部分は磨き上げられ見違えるような美しさになっています。 また、

ピアノの弦やチューニングピン

などはすべて交換され、 中身は新品同様となり、 弾き心地も格

段に良くなりました。 これから、 １０名程のピアノ講師にご協力を

得て、 ２～３ヵ月ピアノの弾き込みを行っていきます。 弾き込みを

行うことにより、ピアノの音が安定していき響きが豊かになります。

これからのピアノの成長を楽しみにしていただき、 見守っていた

だけたら嬉しく思います

古澤巖ヴァイオリンの昼と夜

４月28日（木）昼の部15：00開演/夜の部19：00開演

全席指定：5,000円　各回300席限定

舞台・藝術アラカルト

５月14日（土）	①11：00開演/②14：00開演

一般：1,500円　学生：1,000円

自主文化事業（4〜5月開催）へのご案内

じゃがじゃがメイト会員特典

サックス
落 合 祐 二
サックス

落 合 祐 二
ピアノ

稲 田 由香里
ピアノ

稲 田 由香里
朗読

神水流 じんこ
朗読

神水流 じんこ
ギター

愛 川 義 夫
ギター

愛 川 義 夫



4月・5月　イベントスケジュール

“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)

※コロナウイルス感染対策の為、バス内の換気を行い、貸し切り大型バスを定員の約半数で利用いたします。

第59回芸術鑑賞会バスツアー

「コロナに負けるな！文化・芸術に触れて心に豊かさを」
旭化成ひむか文化財団　特別企画

【募 集 人 数】　20名限定 ※お1人様2名分までお申込み可　※各プレイガイド10名分
【参   加   費】　8,000円 S席（全席エリア）　【発 売 日】　4月10日(日)～　売り切れ次第販売終了
【プレイガイド】　延岡総合文化センター、日向市文化交流センター
【スケジュール】

今回は上記特別企画として、バス料金は無料！！チケット代のみで往復バス付き！！！

第27回宮崎国際音楽祭
シリーズ「ポップス・オーケストラinみやざき」

ベスト・オブ・スクリーン・ミュージック～映画音楽は時代を超える

映画『タイタニック』の主題歌「My Heart Will Go On」
映画『アナと雪の女王』の主題歌「Let It Go ～ありのままで～」　ほか

指揮：広上淳一　宮崎国際音楽祭管弦楽団
歌：May J.　司会：三宅民夫

2022年5月7日（土）　開場14:00／開演15:00
メディキット県民文化センター　アイザックスターンホール

12:00　延岡（向陽クラブ）発
12:20　門川（門川町総合文化会館）
12:30　日向（日向市文化交流ｾﾝﾀｰ前）
14:00　メディキット県民文化センター 着予定

※食事のご用意はありません。

17:30　メディキット県民文化センター 発
19:00　日向（日向市文化交流ｾﾝﾀｰ）着
19:10　門川（門川町総合文化会館）着
19:30　延岡（向陽クラブ）着予定

《
往
路
》

《
復
路
》

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：吉岡　記史子
♪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

「弦楽器教室」受講生の募集！

ホームページ

：
利用申込可能日：令和５年１月20日（木）〜4月30日（土）

受　付　場　所：延岡総合文化センター 事務室

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 日 小ホール こらいまれなるコンサート 14：00 全自由席 
1,000円

井上 
℡(080)1732-5296

9・10 土・日 展示室1･2 第59回一幅一瓶展 10：00 無料 一幅一瓶展運営委員会 
℡(0982)39-0500

10 日 大ホール 東海小学校 吹奏楽部定期演奏会 
Jコンサート 14：00 無料 東海小学校吹奏楽部 

℡(0982)33-3207

11 月 大ホール 三山ひろし コンサート2022 歌の宝石箱 14:00 S席 6,500円 
A席 5,000円

鈴木企画 
℡(0985)20-5010

16・17 土・日 小ホール チャリティー上映会「星に語りて」 ①11：00 
②14：00

全自由席 
前売   800円 
当日 1,000円 えがおの里 延岡

℡(0982)20-6501

16～18 土～月 展示室2 チャリティー絵画展 10：00 無料

28 木 大ホール 古澤巌 ヴァイオリンの昼と夜 ①15：00 
②19：00

全指定席 
5,000円

のべおか文化事業団 
 ℡（0982） 22-1855

29 金 大ホール 令和4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)33-3027

30 土 小ホール 延岡少年少女合唱団 第34回定期演奏会 14：00 無料 延岡少年少女合唱団 
℡(0982)22-7304

5/1 日 小ホール 劇団とんぼ座公演 11：00
全自由席

前売 3,000円 
当日 3,500円

劇団とんぼ座 
℡(090)7467-0108

5 木 大ホール 延岡バレエ　第４回 おさらい会 15：30 無料 延岡バレエ研究所
℡090-9728-8197

7 土 小ホール つぶつぶトークライブ2022in延岡
～体と心の免疫力を高める食と生き方～ 13：30 全自由席 

1,000円
ジャパンズビーガンつぶつぶ 
℡(090)7165-0323

14 土 小ホール 舞台藝術アラカルト五月
〜偉才・稲田竜斗氏を偲んで〜

①11：00
②14：00

全自由席
一般 1,500円
学生 1,000円

のべおか文化事業団 
 ℡（0982） 22-1855

野口遵記念館のホームページ・Facebookページができました!!

野口遵記念館利用料金
《《ホホーールル・・フフリリーーススペペーースス・・練練習習室室利利用用料料》》

午　前 午　後 夜　間 全　日

平　日 8,770 15,430 20,170 44,370

土・日曜日/休日 11,400 20,050 26,220 57,670

平　日 13,150 23,140 30,250 66,540

土・日曜日/休日 17,090 30,080 39,320 86,490

平　日 15,780 27,770 36,300 79,850

土・日曜日/休日 20,510 36,100 47,190 103,800

平　日 17,540 30,860 40,340 88,740

土・日曜日/休日 22,800 40,110 52,440 115,350

平　日 4,440 5,550 6,660 16,650

土・日曜日/休日 5,770 7,210 8,650 21,630

平　日 6,660 8,320 9,990 24,970

土・日曜日/休日 8,650 10,810 12,980 32,440

平　日 8,880 11,100 13,320 33,300

土・日曜日/休日 11,540 14,430 17,310 43,280

平　日 1,800 2,250 2,700 6,750

土・日曜日/休日 2,340 2,920 3,510 8,770

平　日 2,700 3,370 4,050 10,120

土・日曜日/休日 3,510 4,380 5,260 13,150

平　日 3,600 4,500 5,400 13,500

土・日曜日/休日 4,680 5,850 7,020 17,550

≪≪附附属属施施設設利利用用料料≫≫
午　前 午　後 夜　間 全　日

660 820 990 2,470
630 780 940 2,350
580 720 870 2,170
520 650 780 1,950

(単位：円/税込)

(単位：円/税込)

小楽屋2

2,490
1,620
650
160

3階テラス

施設名

130

ホール

フリースペース

練習室

中楽屋1

140小楽屋1

1時間当たり

中楽屋2

1時間当たり(非営利) 1時間当たり(営利)

1㎡当たり5円 1㎡当たり10円

1㎡当たり3円 1㎡当たり6円

160

屋外ロビー

屋上庭園

施設名　　 　利用時間帯

中楽屋1  

中楽屋2  

小楽屋1  

小楽屋2  

空
調
設
備
利
用
料

楽
屋

附
属
施
設

施設名

交流ラウンジ

フ
リ
ー

ス
ペ
ー

ス

入場料を徴収しないとき

入場料を徴収するとき

商品の宣伝、展示、販売等営利
を目的として利用するとき

練
習
室

入場料を徴収しないとき

入場料を徴収するとき

商品の宣伝、展示、販売等営利
を目的として利用するとき

施
設
名

利用区分　　　 　利用時間帯

ホ
ー

ル

入場料を徴収しないとき

1,000円以下の入場料を徴収す
るとき

1,001円以上3,000円以下の入場
料を徴収するとき

3,001円以上の入場料を徴収すると
きまたは商品の宣伝、展示、販売等
営利を目的として利用するとき

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時

■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！!

未来へつなぐ環境管理、
キレイな空間をおとどけします。

Total Ecology Management

第一環境管理株式会社

一緒に仕事をしてくれる方、
随時募集中!!

宮崎県延岡市大武町1420番地5
TEL（0982）34-2992
FAX（0982）34-2994

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？

催し物の案内をしたいという方！
ご気軽にご相談ください！

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

宮崎県宮崎市潮見町134番地1
TEL 0985-77-5250 FAX 0985-77-5251

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

★ 清掃スタッフ大募集中 ★

年齢不問
まだまだ元気なシニア大歓迎!!

■TEL  0982-34-9010
延岡市若葉町２丁目2634番地 8

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。

http://www.nobeoka-noguchi.com/http://www.nobeoka-noguchi.com/ ■ 野口遵記念館■ 野口遵記念館

Facebook 野口遵記念館の野口遵記念館の
最新情報を発信していきます。最新情報を発信していきます。

是非、ご覧ください。是非、ご覧ください。

野口遵記念館の利用申込を開始しています。野口遵記念館の利用申込を開始しています。

受付開始日時 利用申込可能日

5月１日（日）9：00 令和5年 ５月1日（月）〜
５月31（水）

受付場所 ： 延岡総合文化センター事務室受付場所 ： 延岡総合文化センター事務室

令和4年1月20日（金）～令和５年4月30日（日）については、令和4年1月20日（金）～令和５年4月30日（日）については、
随時受付中です。随時受付中です。

令和５年1月20日以降の貸し出しとなりします令和５年1月20日以降の貸し出しとなりします

【お問合せ先】のべおか文化事業団　☎︎0982-22-1855  9：00〜18：30（火曜日休館）【お問合せ先】のべおか文化事業団　☎︎0982-22-1855  9：00〜18：30（火曜日休館）

■客　　席　675席　１階510席　２階バルコニー 
　　　　　　84席（立見28席、多目的席8席含む）
　　　　　　3階バルコニー81席　
　　　　　　※車いす固定席２席（最大26席）
　　　　　　磁気ループコイル方式による
　　　　　　聴覚障がい者補聴誘導システム導入
■舞　　台　可動プロセニアム　３層バルコニー形式
　　　　　　間口14ｍ　奥行10ｍ　高さ6.2～9.5ｍ
■小楽屋1　14.4㎡　　■小楽屋2　15.6㎡
■中楽屋1　19.6㎡　　■中楽屋2　16.6㎡
■休 館 日　水曜日


