
●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（5月〜7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5月号令和４年5月号 416416VOL.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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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」

5月14日（土）
　　

7月31日（日）
14：00～
小ホール

6月18日（土） 
17：45 開場　18：30 開演

大ホール

入場料：全席自由/1,000円（未就学児は無料）
■チケット料金
　 親子　1,500円
        （親子2名でお得！）
　 大人　1,500円
　 子ども　 500円
     （3歳から中学生未満）

① 11：00　② 14：00
　小ホール

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

■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

■朗　読
　・炎の人 ー ゴッホ
      三好十郎作

チケット発売
5月15日（日）

チケット
発売中！

チケット
発売中！
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大ホールホワイエのソファーが新しくなりました!
ここに2枚の写真があります。皆さんはお気づきでしょうか?
開館から37年雨の日も風の日も長きにわたり活躍してくれた
文化センタ―のソファーとベンチが現役を引退し、新しいソフ
ァーに変わりました。(写真左)長い間お勤めありがとうござい
ました!
新しいソファーの紹介です。奥はフレッシュさあふれるグリー
ンに手前のソファーといすは鮮やかな情熱のレッドで統一しま

した。前のソファーよりも座り心地もよくなっております。(文化
センタ―職員談)文化センターにお出での際はぜひ座ってみて
ください。
12月には野口遵記念館もリニューアルオープン予定です。長
い年月の経過により、様々なものが新しく変わっていきますが、
今後とも延岡総合文化センターと野口遵記念館の変わらぬご
愛顧の程よろしくお願いいたします。

No.010

本店／宮崎県延岡市大貫町４丁目 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

本店／宮崎県延岡市大貫町４丁目 1605-1
電話／0982-33-2651 FAX／33-2670

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
メインプログラムにドヴォルザーク作曲「交
響曲第9番『新世界より』」第２、４楽章を楽
しく分かりやすい解説付きで演奏します。 

「家路」のメロディで有名な第2楽章を聞くと
家に帰りたくなるのはなぜ？ 
第4楽章はある乗り物の音が聞こえてくる？ 
たった１音しか演奏されない楽器って？ 
そしてドヴォルザークがこの曲にこめた想いとは…。 
クラッシック音楽をさらに楽し
く聴けるようになります。ぜひ
ご家族皆さんでご来場ください！
 
※本公演は「クラシック音楽公演におけ

る新型コロナウイルス感染拡大予防ガ
イドライン」及び「延岡市の公共施設の
利用やイベントの基本的な考え方」を
遵守して行います。

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。

見どころ見どころ
2017年から宮崎県内で学校公演を通じて、話題
を呼んでいる作品が小ホールにやってきます！
舞台を観ること、それはテレビやゲームとは違う
特別な時間。目の前で起こる「出来事」を肌で感

じる事が出来る場所です。子どもは舞台を通して発見や喜びを感
じ、大人は子どもの様々な表情や動きに新たな発見や成長の証を
見つける事が出来るでしょう！今しか過ごせない親子の心豊か
な時間を大切に楽しんでください！

延岡フィルハーモニー管弦楽団 ファミリーコンサートVol.14
『メイキング・オブ・オーケストラPart3』

６月18日（土）	17：45	開場　18：30	開演

全席自由：1,000円（未就学児は無料）

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

演劇｢めじろくん｣

７月31日（日）	14：00〜

親子	1,500円　大人1,500円　子ども	500円（中学生まで）

自主文化事業（5〜7月開催）へのご案内

じゃがじゃがメイト会員特典
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5月・6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)

旭化成ひむか文化財団 後援事業のご案内

2022年6月19日（日） 開場15:45／開演16:30
日向市文化交流センター　小ホール
全席自由　￥4,000（前売券） ※当日500UP

2019年1月23日、寺岡呼人プロデュースのシ
ングル「カーテンコール」でメジャーデビュー。
会場全体に響き渡る美しく、力強くそしてスト
レートな歌声とギターとピアノを自在に操る確
かな演奏力。身長192cmの大きな身体から放
たれるその大きな音楽に、誰もが包み込まれ、
魅了されて行く。

浜端ヨウヘイツアー 2022 in
“MEET UP WITH”
山本啓（NABOWA）

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

日 曜 施設 催し物名 開演時間 前売料金 お問い合わせ先

5/1 日 小ホール 劇団とんぼ座公演 11:00
全自由席

前売券3,000円
当日券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

15 日 大ホール 春のフォーラム 澤野幸司教育長講演会 13:30 無料
要申込み

のべおか男女共同参画会議21 事務局
℡(080)3182-3136

6/5 日 小ホール ピティナ・ピアノステップ 10：00 関係者のみ ピティナ宮崎北支部(後藤)
℡(090)9586-4105

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  
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小楽屋1  
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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
①1960～1980年代に流行ったフォークソングを主体に演奏することが出来る
　事（オリジナル曲可）。
②７バンドを募集いたします。出演は、森山Folkバンドを含めた8バンドを予定。
③応募の際は、申請書と自分たちの演奏した曲の音源（データ・CD・テープ等）を
　ご提出ください。
④演奏持ち時間は、１バンド約15分間（4曲程度）とさせて頂きます。
⑤出演バンドは、チケット10枚の販売にご協力頂きます。
⑥応募締切は、令和4年5月15日（日）必着となります。結果は、5月31日(火)まで
　に応募者にご連絡いたします。
⑦チケット一般発売は、9月初旬を予定しております。
⑧出演料はありませんが、出演の記念に公演DVDを、各バンドに1本差し上げます。

森山企画では、のべおか文化事業団と共催により｢〈パフォー
マ延岡〉 フォークバンド大集合｣を開催することとなりました。
この公演に出演するバンドを募集いたします！みなさんのご
応募お待ちしています！

連絡先：〒882-0861　延岡市別府町4196　森山企画　森山喜昭　090-3739-2382　Email：ccprrr71@yahoo.co.jp フォークバンド大集合係

出演バンド大募集
〈パフォーマ延岡〉 Vol.24

募集締切　令和４年５月15日

フォークバンド大募集フォークバンド大募集
募集要項は、下記の通りです。

■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：稲垣

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！

https://www.nico2.co.jp/ 

https://www.nagato-co.com/

ホームページ.CD.DVD 企画・制作

本　社
延岡市出北4ｰ2479
TEL （0982）33ｰ4001
FAX （0982）21ｰ5963

宮崎支店
宮崎市潮見町134ｰ1
TEL （0985）77ｰ5250
FAX （0985）77ｰ5251

NICO2.
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中です。野口遵記念館の利用申込中です。
受付開始日時 利用申込可能日

６月１日（水）9：00 令和5年 ６月1日（木）〜
６月30（金）

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5年1月20日（金）～令和５年5月31日（水）については、令和5年1月20日（金）～令和５年5月31日（水）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ます令和５年1月20日以降の貸し出しとなります

【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


