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※主催者から掲載許可をいただいた内容のみ掲載しています。

コンパルホール主催
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コンパル博覧会 2017 春　ワークショップ【追加募集 !!】

Ａ.からだすっきりピラティス Ｂ.作って学ぼう♪春の練り切りアート ®●元気いっぱいパネルシアター
お
申
込
み
方
法

< 元気いっぱいパネルシアター・ワークショップ (Ａ～Ｂ)>

お電話かメールにてお申し込みください。定員に達し次第募集は締切。
メールでお申し込みの場合は、本文に申込みワークショップ名、郵便番号、
住所、氏名、電話番号、年齢 (学年 )、性別を記入し receptionist＠compalhall.jp
までお送りください。
※メールはお送り頂いた後、一日以内に受付完了のメールを返信致します。2日
たっても返信メールが届いていない方はコンパルホールへご連絡ください。
迷惑メール対策をされている方は上記ドメインからのメールを受信できるように
予め設定をお願い致します。

※要事前申込み
  (多目的ホール)ご両親、ご家族対象
　 開場9:30 開演10:00 終演12:00
　【入場料】予約1,000円 当日2,000円
　(300会議室)子育ての専門職対象
　 開場13:00 開演13:30 終演15:30　
  【入場料】予約2,000円
  【主催】どーなつ助産院【問】090-2083-1336

おくちは、成長の入り口。多 300 会議室
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ス コンパルストレッチ教室 (15:00 ～ 16:00)

防災講演会
  開場13:00 開演13:30 終演15:00
 【入場料】無料
 【主催】大分市防災協会
 【問】532-3199(大分市消防局予防課）

文 渾身のトリオ
  開場18:30 開演19:00 終演20:30
 【入場料】一般2,000円　高校生以下1,000円
 【主催】渾身のトリオ実行委員会
 【問】080-5606-6108(松林）

文

2016 56th ACC CM フェスティバル
  開場12:30 開演13:00 終演15:30
 【入場料】無料
 【主催】全日本シーエム放送連盟(ACC)/
   大分放送/テレビ大分/エフエム大分/大分朝日放送
 【問】534-8888(エフエム大分）

文

第26回定期演奏会
  開場13:00 開演13:30 終演15:30
 【入場料】無料
 【主催】ウィンドアンサンブル荷揚
 【問】090-9597-0666(担当･熊谷）

文

篠原・橋本ピアノ教室
スプリングコンサート

  開場13:30 開演13:45 終演16:30
 【入場料】無料【主催】篠原 実紀・橋本 千佳
 【問】080-1767-6931

文

カワイコンクール
受賞者記念コンサート

  開場9:45 開演10:00 終演11:30
 【入場料】500円
 【主催】カワイ音楽教室
 【問】534-7009

文

 ①開演9:30　終演11:00
 ②開演13:00 終演13:30
【入場料】無料※一部自己負担あり
【主催】大分市保健所健康課
【問】536-2562

市民健診、結核・肺がん検診等多

 開場13:30　開演14:00　終演16:00
【入場料】1,000円※要事前申込み、当日も入場可
【主催】い～ち編集部【問】579-6263

吉岡秀人講演会多
 開場13:30 開演14:00 終演21:00
【入場料】一般3,000円※アルコール希望+1,000円
　　　　　学生1,500円※ドリンク希望+500円
【主催】北 直樹【問】090-8407-4459

第 15 回おおいた青年交流祭多

 開場13:30 開演14:00 終演16:30
【入場料】大人1,200円　
　　　　　高校大学生･障がい者1,000円
　　　　　中小学生500円 ※要事前申込
【主催】大分混声合唱団クール エスポワール
【問】090-1872-6660(森 典正)

大分大型うたごえ喫茶多

 開場18:20 開演18:30 終演19:45
【入場料】無料※要事前申込
【主催】伊藤祐子
【問】090-1160-4661

伊藤祐子ピアノ教室
第 18 回発表会多

 開場13:30 開演14:00 終演17:00
【入場料】無料※事前予約可。当日定員を超えた
　　　　　場合入場をお断りする可能性もあります。
【主催】大分市アートを活かしたまちづくり推進会議
　【問】537-5959(大分市商工労政課)

大分市アートを活かした
まちづくりシンポジウム多

 開場12:00 開演13:00 終演16:00
【入場料】無料
【主催】㈱ＫＧ情報
【問】534-6655

合同企業説明会
ジモフェス 2018多

ミュージックパワーオブ
ヤマハキッズ2017

  開場13:45 開演14:00 終演15:40
 【入場料】無料【主催】(有)カネトウ楽器
 【問】554-3277

文
開場 9:00 開演 10:00 終演 21:00
【入場料】無料
【主催】大分県サッカー協会フットサル委員会
【問】090-7381-8416( 北里 )

活き粋おおいたフットサル大会体

税に関する書写・絵はがきコンクール
入賞作品展示

  開場9:00 開演9:00 終演22:00
　※最終日は13:00まで
 【入場料】無料
 【主催】(公社)大分法人会
 【問】532-8917

Start!

詳細は HP･館内チラシをご覧下さい。

Fin!

3/18( 土）≫4/7( 金 )

４階　子どもギャラリー

体の軸を整え、動きやすい体にす
るお手伝いをします。ご自身の体
と向き合い、見つめなおす貴重な
時間です。

あんこに色をつけて形作る日本の
伝統文化「和菓子」の練りきり。
おいしく美しい練り切りアートを
作ってみませんか。

ＤＡＮパネ団がやってくる！
パネルでできた舞台で歌も交えた
ドキドキわくわくのものがたり。

日時 >5( 日 )13 時 -14 時
参加費 >2 名 1 組 500 円
        
対象 >3 歳から小学 4年生とその保護者
定員 >30 組
　　　　　　　　　　　

日時 >3( 金 )19 時 -20 時
参加費 >800 円
対象 >18 歳以上の女性
定員 >20 名
　　　　　　　　　　　

日時 >5( 日 )10 時 -12 時
参加費 >2,200 円 ( 材料費含む )
対象 >小学生とその保護者
定員 >15 組
　　　　　　　　　　　

※1階市民プラザも会場です

※要事前申込み

3名 1組 700 円




