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大分市民図書館コンパルホール分館（1Ｆ）

大分市男女共同参画センター（2Ｆ）

ネバーランド コンパル店（2Ｆ）

大分市大分中央公民館（4Ｆ）

コンパルホール
開館 30 周年記念
ごあいさつ

コンパルホールは、昭和61年6月7日、文化・スポー
ツ・芸術活動を通じて市民が広く交流し合える全国で
も類を見ない複合文化交流施設として開館し、このた
び30周年を迎えました。
これもひとえに、市民の皆様をはじめ、関係各位の
ご支援ご協力の賜物であり、心から感謝を申し上げる
次第です。
近年、ホルトホール大分の開館やJRおおいたシティ
がオープンするなど、本市の中心市街地が大きく変貌し
ていく中、コンパルホールは、地域の文化拠点として多
様な市民ニーズを受け入れ、中心市街地の新たな魅力
の創造やまちの賑わい創出に大きく貢献しています。
今後も、コンパルホールの設置目的であります「市民
文化の創造に寄与するとともに、市民生活の向上を図
る」ため、時代の変化に対応しつつ、豊かさと幸せを実
感できる魅力ある施設として、人々が集い、憩える場と
なるよう、市民の皆様のなお一層のご愛顧を切にお願
い申し上げまして、開館30周年の節目にあたってのご
あいさつとさせていただきます。

大分市長

佐藤　樹一郎

コンパルホールは、昭和61年6月7日に全国で初めての文化
とスポーツの総合複合施設として開館し、本年度30周年を迎
えることとなりました。これもひとえに、皆様方のご支援の賜物
と心より感謝しております。
このたび、開館30周年記念事業の一環として、開館からの
足跡を記録としてとどめるため、関係資料の収集、編集を行
い、ここに記念誌を発刊することといたしました。
開館以来、当ホールは子どもからお年寄りまであらゆる世代
の市民が芸術、文化、スポーツ活動などを通じて気軽に楽しく
交流しあえる場として、地域活動の中核的拠点としての役割を
担ってきました。
平成25年7月のホルトホール大分のオープン直後、減少したご
利用者数も、平成26年度後半より徐々に増加傾向にあります。
今後も、職員一同、ご利用者の皆様のニーズを汲み取り、コ
ンパルホールの特色を活かして他の施設との差別化をはかりな
がら、市民の皆様、地域からますます愛され親しまれる施設運
営を目指してまいりますので、より一層のご指導ご鞭撻をお願
い申し上げます。　　― これからも笑顔の中心に ―

コンパルホール　館　長　髙木　洋司
（コンパルホール共同事業体　代表構成員　㈱コンベンションリンケージ）

大分市大分中央公民館　館 長　田辺　義秀
大分中央公民館はコンパルホール開設とともに開館し、平成
23年に現在のような独立した事務室を4階に移しました。
この間、大分中央地区の方々の生涯学習の拠点となる社会
教育施設として、協働のまちづくりの推進を図る施設として、地
域の方 と々ともに維持・発展をしてまいりました。皆様方のご協
力に感謝いたします。お陰様で、平成27年度の主催教室・講座
に約4千人の参加をいただいております。また、地域情報紙
「オーイタウン」の発行、校区防災訓練等、地域まちづくり活性
化事業も活発に進められています。
これからも、地域の方々の学びの場、みんなが参加する地域
づくりの要となれるよう、職員一同力を合わせて頑張ります。今
後ともよろしくお願いいたします。

コンパルホール開館30周年の記念すべきこの時に、施設の一
員として共に祝うことができますことを、心から嬉しく思います。
大分市男女共同参画センターは、女性と男性がお互いに助
け合い、それぞれの人権を尊重しながら、だれもが自分らしく
生きることができる男女共同参画社会の実現を目指す拠点施
設として、平成26年4月に、ここコンパルホール2階に開館い
たしました。
当センターでは、今後ともコンパルホール全館と共に市民の皆
さまに親しまれる施設を目指し、講座の開催をはじめ様々な啓
発活動や相談業務を行ってまいります。授乳室、キッズコーナー
もございますので、どうぞみなさまお気軽にお越しください。

大分市男女共同参画センター　所 長　佐藤 ますみ

大分市民図書館　館 長　安部　光
（大分市民図書館コンパルホール分館）

コンパルホール内大分市民図書館は、コンパルホール開設と
ともに開館しましたので、コンパルホール同様開館30周年を迎
えることとなりました。皆様方のこれまでの多大なるご支援とご
協力に心より感謝申し上げます。
平成25年7月20日にホルトホール大分内に新たな大分市民

図書館を開設したことに伴い、コンパルホール内の図書館は、
大分市民図書館の分館の位置づけとなりましたが、内装の色調
や木製書架、調度品など、全体的に重厚で落ち着いた雰囲気
のなかで、学習や図書資料の閲覧ができる図書館であります。
今後とも私たち職員一同力をあわせて、ますます市民の皆様
に親しまれる図書館となれるよう取り組んでまいりますので、引
き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

祝 コンパルホール開館３０周年
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開館三十周年を祝して
府内町一丁目自治会　会長　林　信一郎

開館三十年を記念し本誌を発刊されますことを心
からお慶び申し上げます。
過去に思いを寄せ、未来に希望を繋げることは大

いに意義があると思います。時の流れを再認識するための記録にとど
まらず、今後の前進へ向けての糧としても役立つに違いありません。
コンパルホールは、大分市民はもとより、当時の野津原町、佐賀関町
民の健康と文化的生活に寄与し、福利厚生面を重視することを目的に
建設されました。従って図書館、体育室、天体観測ドーム、文化ホール
等々多くの施設があり、複合的で多機能性を有しています。
当初、市民のあいだでは使い難いと云う声も聞かれましたが、何で

も整う利便性と運営に携われる職員皆様のたゆまない努力によって、
年間百数十万人もの市民が活用するようになりました。
「大分市にコンパルホール有り！」と、全国に発信する事ができ、そ
のことは、府内町活性化に大きな役割を果たしています。
コンパルホールは、府内町にとって無くてはならない施設であります。
平成二十五年には、まちなか劇団“ぶんご・ふない座”を発足しまし

た。三年間、コンパルホールを練習やリハーサルの場とし、本番では
文化ホール等を活用して年に一度の公演を実施し、成功をおさめる
ことが出来ました。
コンパルホールは、子どもからお年寄まで幅広い人々が交流を出
来る施設であります。
三十周年を一つの節目として、益 の々ご発展を心からご祈念致します。

社会福祉法人シンフォニー　理事長　村上　和子
　開館30周年おめでとうございます。
ネバーランドも開店から早や20
年。お陰様で現在は7店舗に増え、
市内各所で知的障害のある人がサ
ポートを得ながら働いています。公
共施設内での喫茶運営は、全国の
先駆けとしてモデル的な役割を務
めてきましたが、20年も継続できた
のは、コンパルホール並びに利用者
の皆様のご支援・ご理解の賜物と
心より感謝申し上げます。
　ネバーランド・コンパル店の「20
周年感謝フェア」をどうぞお楽しみに。

 ２月２０日 ▶‘８８コンパルミュージックフェスティバル～カントリーウェスタンとジャズの夕べ～
 ８月３０日 ▶郵政省のハイビジョン・シティ構想モデル都市に指定された大分市の 
     「指定記念ハイビジョンシアター」を開催（共催：NHK大分放送局）
 ９月１１日 ▶広域圏さわやか柔道祭
１１月１日～８日 ▶コンパル読書まつり（「本の交換市」ほか）

 １月   ▶大会議室（現３００会議室）、
     アートルーム（現４００会議室）完成
 ５月２０日 ▶利用者数５００万人突破記念セレモニー

 １月   ▶外国人のための日本語教室開講
 ３月 ４日 ▶コンパル春のバレエ祭典
１０月１１日 ▶大分市ハイビジョンギャラリー オープン
１０月２７日 ▶勤労青少年交流会「であいの夕べwithワイン」
１１月 ２日 ▶平岩弓枝文化講演会
１１月１６日 ▶大分市・オースチン市姉妹都市として連携記念事業

 ６月２８日 ▶コンパルホール国際交流広場
     「外国人の目から見た大分・日本人」―21世紀の国際交流を展望して―
７月２６日～２８日 ▶「ファンタジーランドコンパル」コンパルこども夏まつり
 ８月 １日 ▶図書館利用者開放端末使用開始
１０月 ５日 ▶開館５周年記念事業「津軽三味線大競演」
１１月２２日 ▶開館５周年記念式典 開催
     開館５周年記念誌「コンパルホール5年の歩み」発行  
     （現在、大分県立図書館に所蔵）

１０月２１日 ▶「第二回大分市美術館所蔵品展」
     （福田平八郎、高山辰雄、他29作品の初公開作品など）
１１月3日～4日 ▶「本の交換市」に５千人が来場

 ７月   ▶大分市民図書館　
     大分市内小学校・幼稚園を対象に「団体貸し出し」開始

 ４月   ▶喫茶「ネバーランド ・コンパル店」オープン

 ４月     ▶「ネバーランド・コンパル店」がオープン１周年（１日平均２００人以上来店）
 ６月   ▶コンパル夏休み劇場　子役一般公募
１０月 9日 ▶市民プラザにて「中秋に心ときめくポップスコンサート」開催
     （出演：DEAR FRIENDS、みらいしんきんM'sファクトリー、他）

建設が進んでいる大分市のコンパルホール▶
大分合同新聞（1985年12月24日掲載）　

▲大分合同新聞
　（1991年11月14日掲載）

▲大分合同新聞（2011年11月23日掲載）

▲2013年パルちゃんお披露目
JAZZコンサート

▲文化ホールの緞帳　高山辰雄画伯の作「豊山豊水」

▲大分合同新聞（1986年8月11日掲載）　

▲大分合同新聞（1997年4月4日掲載）

▲大分合同新聞
 （2010年2月10日掲載）　

▲天体観測ドーム
　「コンパルKIDS体験隊」

▲開館30周年記念イルミネーション

▲第１回大分市民洋舞踊フェスティバル
▲ニューイヤー ゴスペルコンサート

▲大分合同新聞（2006年11月19日掲載）

たん び あや

コンパルホール開館25周年を記念してコンパルホールのロゴ
マークが決定し、マスコットキャラクターの「パルちゃん」が誕生！

2013年8月
「パルちゃん音頭」完成
作詞・作曲／あかし ももか

◀「New OITA Generation」サイズ/縦6ｍ×横8ｍ
　平成28年6月11日記念式典にて披露

1988年 （昭和63年） 2000年 （平成12年）～2010年 （平成22年）

開館時間・休館日変更、コンパルホールメールマガ
ジン配信開始、星空通信発行開始、市民の無料展
示コーナー実施、文化ホール ホワイエに電子式パ
イプオルガン設置（「府内ホール」より寄贈）

コンパルホール合唱団とは
平成23年度の開館25周年を記念して結成。毎年、小学生から80代ま
での公募で集まった市民約60名がゴスペルに取り組んでいます。平成
28年は、これまでの集大成にふさわしく、本場アメリカのゴスペルシン
ガーと共演します。（今年の団員募集は、7月～8月を予定しています。）

産学連携プロジェクト「パルちゃんグッズをつくろう！」
（コンパルホール×大分県立芸術文化短期大学）平成28年10月完成・発表予定

 １月１５日 ▶大分市生誕100年、コンパルホール開館25周年事業
     コンパルホール合唱団「ニューイヤー ゴスペルコンサート」開催
 ４月   ▶自主サークルの紹介コーナーを設置（1F、5F）
 ５月２１日 ▶天体観測ドームにて「日食観測会」実施（金環日食）
１１月３日～４日 ▶第１回コンパルホールカップ ジュニアフットサル大会を開催

 ７月   ▶ホルトホールオープンに伴い、コンパルホール内大分市民図書館が 
     「コンパルホール分館」としてリニューアルオープン
 ８月   ▶「パルちゃん音頭」完成。市民参加の公開録音を実施
 ９月 1日 ▶キャラクターの「パルちゃん」着ぐるみお披露目
     ファミリーコンサートを開催（演奏：スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ）
１１月30日 ▶府内の伝説高らかに コンパルホール合唱団 オリジナル曲
     「ふない・れげんだ」完成、ゴスペルコンサートにて披露
12月   ▶大分三好ヴァイセアドラー　ホームゲーム開催

 ３月 ２日 ▶「ぶんご・ふない座」旗揚げ公演
     （共催事業）
 4月  １日 ▶2F「大分市男女共同参画センター」
     オープン
１１月   ▶パルちゃんFacebook開始

   
 ３月１４日 ▶フットサル×婚活「サルこんinコンパル」開催
 ５月 ５日 ▶「こどもの日」イベントを「コンパルこどもフェスタ」としてリニューアル開催 
   　  （コンパルホール、大分市民図書館、大分市男女共同参画センター、 
     大分中央公民館の４館連携イベントに。)
８月６日～７日 ▶コンパルで星に願いを♪参加型「みんなの七夕飾り広場」を開催
     （第３４回大分七夕まつり 飾りつけコンクール 仕掛けの部 優秀賞を受賞）
11月 ７日 ▶コンパルBOSAIひろば２０１５ 開催

 ２月   ▶大分市「宝のまち 豊後 FUNAI 芸術祭」
     ホール事業「桂米朝一門会」「南蛮サロンinコンパル」開催
 ３月   ▶フェンシングワールドカップに向けた８ヶ国代表
     選手合同練習実施(５Ｆ体育フロア)
 ６月 ７日 ▶コンパルホール開館３０周年を迎える

 6月７日～ ▶記念展示「歴史展」開催(１Fロビー、他)
 6月11日 ▶コンパルホール開館３０周年記念式典開催
     巨大幕画披露、記念イベント「アニバーサリーPARTY」（記念公演、バースデー 
     ケーキ披露、パルちゃんとぼくとわたしの似顔絵展、ワークショップ等 実施）
 8月11日 ▶コンパルホール開館３０周年記念事業・パルちゃん誕生５年祭
     ピアノデュオ「ディ・ゾンネ　ファミリーコンサート」開催
 ９月   ▶第６回 なつかしの映画上映会「名匠 成瀬巳喜男の世界」(３５ｍｍフィルム上映)
1０月   ▶ASIAN DAY　vol．６　開催
1２月11日 ▶コンパルホール開館３０周年記念事業
     コンパルホール合唱団結成５周年記念
     「WORLD　GOSPEL　CONCERT」

◆2000年（平成12年） 
２月２６日～２7日 ▶つか劇団2000年 第一弾公演「ロマンス」
     （出演：石原良純・由見あかり、他）
 5月   ▶新感覚の企画を募集　コンパル「０からイベント」
 6月２２日 ▶2002FIFA W杯「成功させよう大分大会
     700カウントダウン」公開シンポジウムを開催、
     情報のパネル展示を実施
１０月２２日 ▶第１回大分市民洋舞踊フェスティバル開催
１１月 ２3日 ▶コンパル広域文化交流会を実施
     （大分市、旧・野津原町、挾間町、庄内町、
       湯布院町、旧・佐賀関町）
◆2002年（平成14年） 
６月７日～１６日 ▶2002FIFA W杯記念事業「幻想・耽美・妖かし
     ～ホリ・ヒロシ人形展～」開催（3F多目的ホール）
◆2005年（平成17年） 
 ４月   ▶コンパルで自分史講座 受講生を募集
◆2006年（平成18年）
１１月1９日 ▶開館２０周年記念「コンパル市民劇場」開催
◆2007年（平成19年）
 ２月   ▶大分市美術館・コンパルホール 休館日変更
◆2009年（平成21年）
１１月   ▶大分ヒートデビルズ　bｊリーグ公式戦開催
    　（現「愛媛オレンジバイキングス」）
◆2010年（平成22年）
 ２月   ▶５Fトレーニングルーム　リニューアルオープン

 4月 １日 ▶指定管理者制度　導入

 4月16日 ▶「春らんまんコンサート vol．1」
     （パイプオルガン奏者：福田のぞみ、他）
 ７月   ▶コンパルホール２５周年
     「親しまれるシンボルを」ロゴマークとキャラクター募集
 8月13日 ▶Fリーグ・ビジターチーム市民交流イベント
 ９月   ▶“音楽でまちをつなぐ”広域ネットワーク・プロジェクト
     「コンパルホール合唱団」スタート
１１月   ▶公募でキャラクターとロゴマーク決定
     （キャラクター部門８４点、ロゴマーク部門９０点の応募）
１２月   ▶開館２５周年を記念して、イルミネーションをスタート
     （毎年１１月末から翌年１月末まで点灯）
１２月 ２日 ▶第１回イルミネーション点灯式（演奏：ウィンドアンサンブル荷揚）

開館30周年記念 巨大幕画

▲大分合同新聞
　（1989年5月21日掲載）

▲コンパルBOSAIひろば2015

― これからも笑顔の中心に ―

今後の予定

 ３月   ▶設計完了
 ７月   ▶工事着工

 ３月   ▶図書初入荷
 ９月   ▶名称を一般公募、審査の結果
     「コンパルホール」に決定

 ３月   ▶竣工
 ４月   ▶コンパルホール管理課スタート、図書の配架開始、
     利用者登録の開始、天体観測ドームでハレーすい星観測会を実施
 ６月 ７日 ▶コンパルホール開館　開館記念式典開催
 ６月～７月 ▶「市民盆栽展」「大分市美術館所蔵品展」「市読書感想画優秀作品展」
     「大分市芸能文化の祭典」「料理フェア」「諸流派合同茶会」
     「諸流派生花展」
 ８月   ▶ 「コンパルこども夏まつり」
     「紙芝居と絵本の朗読の集い」
     「名画鑑賞会」
 ７月～１０月 ▶「市民バドミントン大会」
     「少年剣道大会」
     「小学生ハンドボール大会」
     「少年バスケットボール大会」
     「広域圏中学生バレーボール大会」
     「少年柔道大会」「校区対抗卓球大会」
１１月１１日 ▶武漢市より友好視察団来訪
１１月２４日 ▶多目的ホールにて初の結婚
     披露宴が行われる。
１２月１４日 ▶第一回コンパル青年劇場（「愛の素」劇団立見席）

 １月１１日 ▶コンパル新春お笑い寄席「古今亭志ん橋」
 ３月   ▶「コンパル春まつり」「ミスター大分をさがせ」「将棋大会」
 ４月２９日 ▶コンパルホール教室・講座合同開講式
 ５月 ５日 ▶こどもの日さわやかスポーツデー
 ６月 7日 ▶コンパルホール開館一周年記念日行事（「記念文学講演会」  
     「国際交流座談会」「一周年記念写真展」「女性による一日館長」など）
１０月２７日 ▶コンパルホールにガス燈の点灯

▲「よりよい本をたくさん
　大分市内小学校・幼稚園対象」
　大分合同新聞
　（1995年9月21日掲載）

▲大分合同新聞（2014年4月2日掲載）

作家／岡 美希（おか みき）
1984年、広島生まれ 国東市在住。
主に陶芸家として活動する傍ら絵
画の制作も行う。昨年５月、夫と娘
の三人で広島から国東市に移住。
国東の自然や歴史文化に感化され
今まで以上に旺盛な芸術活動に取
り組んでいる。

パルちゃん
Facebook

▼

大分合同新聞（2013年8月28日掲載）▶　


