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水曜日休館　土・日曜日は営業しています。

日向市文化交流センター

月刊情報

公式ホームページ

当日のプログラム
♬「キラキラ星」( フランス民謡 )

♬動物クイズ！「動物の謝肉祭」( サン＝サーンス ) より

♬楽しく手拍手！「トルコ行進曲」( モーツァルト )

♬音楽絵本『ぼくにピアノがひけたら』
♬エルガー体操「威風堂々」
　( エドワード・エルガー )〈振付・構成　田村 緑〉

出 演

主催(公財)旭化成ひむか文化財団／(公財)のべおか文化事業団／(公財)日向文化振興事業団　企画・制作(公財)門川ふるさと文化財団

未就学児は入場料無料です!
お子様と一緒にどうぞ!!

チケット
好評発売中!!

開場15:30　開演16:00開場15:30　開演16:00
1月29日日1月29日日

会　　場：日向市文化交流センター　小ホール
料　　金：自由席4,000円（税込）
　　　　　 ※当日500円up※小学生以上チケットが必要です。
　　　　　 （未就学児は保護者１名につき1名まで膝上鑑賞可）
主　　催：公益財団法人日向文化振興事業団

会　　場：日向市文化交流センター　小ホール
料　　金：自由席4,000円（税込）
　　　　　 ※当日500円up※小学生以上チケットが必要です。
　　　　　 （未就学児は保護者１名につき1名まで膝上鑑賞可）
主　　催：公益財団法人日向文化振興事業団

【プレイガイド】　
日向市文化交流センター
門川町総合文化会館
延岡総合文化センター
西村楽器延岡店
うどんBarおだや
チケットぴあ(セブンイレブン)Ｐコード：231-466
ローソンチケット(ローソン)Ｌコード：82678
イープラス　http://eplus.jp

【プレイガイド】　
日向市文化交流センター
門川町総合文化会館
延岡総合文化センター
西村楽器延岡店
うどんBarおだや
チケットぴあ(セブンイレブン)Ｐコード：231-466
ローソンチケット(ローソン)Ｌコード：82678
イープラス　http://eplus.jp

2023年2023年

お問合せ先：日向市文化交流センター　TEL0982-54-6111お問合せ先：日向市文化交流センター　TEL0982-54-6111

新羅慎二/湘南乃風 若旦那
ACOUSTIC LIVE in HYUGA

チケット
発売中!!
チケット
発売中!!

全席指定　4,070円(税込)

当 日 券　4,620円(税込)

全席指定　4,070円(税込)

当 日 券　4,620円(税込)

好評発売中!!好評発売中!!

■主催・お問合せ
(株)鈴木企画TEL.0985-20-5010／092-406-5960 (平日 10:00-15:00)グッドラック・プロモーション（株）TEL.086-214-3777（平日10：00-17：00）
■共催：(公財)日向文化振興事業団■後援：ＵＭＫテレビ宮崎 ■協賛：わらび餅専門店　門藤

〈1部〉
11：00開場／11：30開演

〈1部〉
11：00開場／11：30開演

〈2部〉
14：30開場／15：00開演

〈2部〉
14：30開場／15：00開演

会場／日向市文化交流センター大ホール会場／日向市文化交流センター大ホール

爆笑!!お笑いフェスin日向爆笑!!お笑いフェスin日向
〈出演予定〉
１．ナイツ　2.どぶろっく
3.インスタントジョンソン
4.真空ジェシカ　5.吉住
6.エイトブリッジ　7.ゆめちゃん
8.お見送り芸人しんいち　9.ダニエルズ
10.や団　11.ハナコ　
12.スパイシーガーリック　13.流れ星

〈出演予定〉
１．ナイツ　2.どぶろっく
3.インスタントジョンソン
4.真空ジェシカ　5.吉住
6.エイトブリッジ　7.ゆめちゃん
8.お見送り芸人しんいち　9.ダニエルズ
10.や団　11.ハナコ　
12.スパイシーガーリック　13.流れ星2023年2月12日(日)
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シルバー会員も
募集中です！

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期される行事がございます詳細については、各主催者様へお問い合わせください。
駐車場には限りがあります。御来場の際には公共交通機関をご利用下さい。

日向市文化交流センター　☎0982-54-6111　 休館日：水曜日

1月以降催し物(12月15日現在。内容は追加、変更、中止になることがあります。)

行事案内

※主な行事等に限ります。

日向市中央公民館(中ホール)　☎0982-53-6867 休館日：月曜日



主催／日向商工会議所青年部　TEL：0982-52-5131　担当：甲斐・奈須

雨天決行 !!

詳しくは
こちら
→

各種イベント開催予定★

日向市
フリーマーケット

ひむかいち

ナ ガ ト モ 音 響 株 式 会 社
日向市文化交流センター舞台管理業務受託・宮崎県音響照明舞台事業協同組合加盟

大・小イベントの音響・照明オペレータ派遣・イベント企画
レンタルスタジオ・機材レンタル

プロ、アマ問わずレコーディングにも対応いたします !!
〒882-0881　宮崎県延岡市三須町 1234-4
電話：0982-26-8080
fax：0982-26-8081

～あなたのやる気を形に変えます～

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

開催期間 2022年12月10日～2023年2月28日

謎解きのまちのべおか《第5弾》

三毛猫探偵倶楽部

＼すべての謎を解くと先着順でクリア賞がもらえるよ！／

開催場所 延岡駅前南エリア

お問合わせ 謎解きのまちのべおか実行委員会 事務局
旭化成㈱延岡総務部地域活性化推進グループ
TEL：0982-21-2770（平日9:00～17:00）

参加方法 エンクロス（延岡駅）に置かれているリーフレットをゲットして謎解きに挑戦しよう！

詳しくは公式サイトをチェック

妖怪のイタズラにより時空がねじ曲がって
しまった延岡のまち。三毛猫探偵倶楽部の
部員と一緒に、延岡駅南エリアの謎を解いて
妖怪を捕まえに行こう！あなたは全ての謎を
解いて、延岡のまちを元の世界に戻せるか…？

県北地域イベント
のご案内



日向市文化交流センタープレイガイド情報（令和４年12月15日現在の情報です）

日向市文化交流センターにご要望がありましたらお気軽にお申し出ください。窓口、メール、はがきなどどのような形でも構いません!!よろしくお願いいたします。

 ○古澤 巖×山本耕史コンサート「Dandyism Banquet」
令和5年1月28日(土)　開演17時00分
[チケット] 全席指定5,500円
[会　  場] 野口遵記念館 
[お問合せ先] 旭化成ひむか文化財団　☎0982-22-2054

 ○新羅慎二/湘南乃風 若旦那 ACOUSTIC LIVE in HYUGA
令和5年1月29日(日)　開演16時00分
[チケット] 自由席4,000円
[会　  場] 日向市文化交流センター　小ホール 
[お問合せ先] 日向市文化交流センター　☎0982-54-6111

 ○クローバー・サクソフォン・クヮルテット＆富山里紗リサイタル
令和5年2月11日(土)　開演14時00分
[チケット] 全席自由一般3,000円　学生1,000円
[会　  場] 日向市文化交流センター　大ホール 
[お問合せ先] 日向市文化交流センター　☎0982-54-6111

 ○Trio Volcán Recital
令和5年2月24日(金)　開演19時00分
[チケット] 全席自由一般3,000円　学生1,000円
[会　  場] 日向市文化交流センター　小ホール 
[お問合せ先] 日向市文化交流センター　☎0982-54-6111

 ○０歳からの音楽会【日向】
令和5年1月9日(月・祝)　11：00～12：00
[チケット] 未就学児無料　小学生以上500円
[会　  場] 日向市文化交流センター　大ホール 
[お問合せ先] 日向市文化交流センター　☎0982-54-6111

 ○０歳からの音楽会【延岡】
令和5年1月8日(日)　15：00～16：00
[チケット] 未就学児無料　小学生以上500円
[会　  場] 野口遵記念館 
[お問合せ先] 延岡総合文化センター　☎0982-22-1855

 ○第35回 日向市舞踊連盟祭
令和5年1月22日(日)　開演12時00分
[チケット] 入場料1,000円　小学生以下入場無料
[会　  場] 日向市文化交流センター　大ホール 
[お問合せ先] 事務局　☎090-1614-6424

クローバー・サクソフォン・クヮルテット
&富山里紗リサイタル

クローバー・サクソフォン・クヮルテット
&富山里紗リサイタル

2023年2月11日(土・祝) 13：00開場14：00開演
13：00開場
14：00開演

会場／日向市文化交流センター大ホール会場／日向市文化交流センター大ホール
料金／一般3,000円　学生1,000円(大学生以下)料金／一般3,000円　学生1,000円(大学生以下)
プレイガイド／日向市文化交流センター　0982-54-6111　ファインミューズ　090-9008-2146プレイガイド／日向市文化交流センター　0982-54-6111　ファインミューズ　090-9008-2146
主催／げなげな共和国　企画・制作／株式会社ファインミューズ
後援／日向市　日向市教育委員会　宮崎日日新聞社　夕刊デイリー社　ケーブルメディアワイワイ
主催／げなげな共和国　企画・制作／株式会社ファインミューズ
後援／日向市　日向市教育委員会　宮崎日日新聞社　夕刊デイリー社　ケーブルメディアワイワイ

※全席自由
※未就学児入場不可
※全席自由
※未就学児入場不可

待望の！日向市公演決定！！

待望の！日向市公演決定！！

主催／げなげな共和国　企画・制作／株式会社ファインミューズ

Trio Volcán Recital

【プレイガイド】
日向市文化交流センター
0982-54-6111

【お問い合わせ】ファインミューズ：090-9008-2146(高橋)

 ○爆笑!!お笑いフェスin日向
令和5年2月12日(日)　【1部】開演11時30分　【2部】開演15時00分
[チケット] 全席指定4,070円
[会　  場] 日向市文化交流センター　大ホール 
[お問合せ先] (株)鈴木企画　TEL.0985−20−5010／092−406−5960 (平日 10:00−15:00)
　　　　　　 グッドラック・プロモーション（株）TEL.086-214-3777（平日10：00−17：00）

Sold Out 完売


