
【日  時】平成 29 年 10 月 8 日（日）

　　　　 9:00 ～ 22:00　※イベントにより異なる　

【会  場】 ５Fスポーツフロア

【料　金】 入場無料

※こども体操教室は、要事前申込み（定員 30 名・参加料 1人 500 円）

※件名に「メルマガ希望」とお書き下さい。

　

パルちゃんの参加イベントや活動、おすすめイベント情報などをご紹介しています。
ぜひ「いいね！」や「シェア」をお願いします♪

●コンパルホールのキャラクター “パルちゃん” のフェイスブックページを チェック！●

個人利用日  （15 時～ 22 時）
【体  育  室】11/2,16,23,30※30 日は 17 時～ 22 時
【柔剣道場】11 /2,9,16,23 ,30　
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コンパルホール　イベント情報

2017  

　　　イベントに関するお問い合わせは、
　　　コンパルホール　097-538-3700 まで

天体ドーム　11 月の開館日 ( 日没～午後 9時 30 分まで )
　　　　　　11 月は 2,3,4,5,11,12,18,19,22,23,25,26

利  用  案  内

ア  ク  セ  ス
JR･バス
大分駅で下車。駅から徒歩 7分

駐輪場
225 台

駐車場
地下駐車場 135 台 ( 午前８時半～午後 10時 )
・・・最初の 30分は無料、以降 100 円 /30 分
屋外駐車場 40台 (24 時間 )
・・・最初の 30分は無料、以降 100 円 /30 分
            午後 10 時から午前８時までは、100 円 /60 分
　　   ( ただし、夜間駐車料金は最大 700 円 )

〒870-0021　大分市府内町 1丁目 5-38
TEL：097-538-3700　FAX：097-534-4049
Mail：info@compalhall.jp
HP：http://www.compalhall.jp/

コンパルホール

九州電力

大分センチュリー

ホテル
トキハ

会館

トキハ
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顕徳町一丁目

交差点・歩道橋

←

県
庁

セブンイレブン

ネット予約ページへ

※2,9,16,23 は柔剣道場にてストレッチ教室開催 (15 時～ 16 時 )※個人利用は出来ません
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Compal Hall
Event Information

クラフトフェスタ in コンパルホール
市民の生活にねざしたさまざまな教室を主催しはじめて 30 年になるコンパルホールが、
大分の手作り作家の紹介を通じて各クラフト分野の魅力を伝えるイベント。気軽に参加で
きるワークショップ、カテリーナ古楽器研究所の無料コンサートやおいしいフードコーナ
ー、館内をめぐって景品をもらえるスタンプラリーも開催。ふるってご参加ください。

 ★カテリーナ古楽器研究所 コンサート
　 日時：2017 年 11 月 11 日（土）
　　　　14:00 ～ 15:00
　 場所 : コンパルホール 1F 文化ホール 
　　　　※親子室あり
　 入場料：無料　※事前申込不要

 

「Ｊｏｙ To Ｔｈｅ World」
「Joyful Joyful」
(第九アレンジ―２０１６コンパルVer．)
「ふない・れげんだ」
(コンパルホール合唱団オリジナル曲) 他

コンパルホール合唱団
共演曲

昨年開催のコンサートより

※4歳から入場できます。
※年齢にかかわらずチケットは
　お一人様一枚ご用意ください。
※車椅子席はコンパルホールのみ
　での販売となります。（6枚限定）

※4歳から入場できます。
※年齢にかかわらずチケットは
　お一人様一枚ご用意ください。
※車椅子席はコンパルホールのみ
　での販売となります。（6枚限定）

主　催：コンパルホール
共　催：大分合同新聞社
後　援：大分県民芸術文化祭実行委員会　大分県芸術文化振興会議　NHK大分放送局
　　　　OBS大分放送　TOSテレビ大分　OAB大分朝日放送　エフエム大分
　　　　大分ケーブルテレコム　ゆふいんラヂオ局　月刊・シティ情報おおいた

コンパルホール（大分市府内町1-5-38）
TEL.097-538-3700

コンパルホール１F受付／トキハ会館
大分合同新聞社本社受付・同プレスセンター

前売チケット
お取扱い

お問い
合わせ

WORLD
GOSPEL
CONCERT

‘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 ワールドゴスペルコンサート

「継承と創造、そして飛躍の予感」
 第19回大分県民芸術文化祭参加行事

「第33回国民文化祭・おおいた2018」
「第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」プレイベント

１３:３０開演（１３:００開場）
コンパルホール
1F 文化ホール

20172017

12/312/3（日）（日）

国民文化祭おおいた２０１８へ向けて、
コンパルホール合唱団が贈る、ゴスペルコンサート
ゴスペルシンガー木村HIRO洋幸と、多彩な歌声が魅力のボーカルグループStarLights
とともに、パワフルでハートフルなステージをお届けします。
今回のテーマは、「GOSPEL History」。ゴスペルのルーツに触れ、ブルース、ジャズから
発展したゴスペルの魅力に迫ります。
華やかでエンターテインメント性豊かなステージをお楽しみください。

コンパルホール合唱団
StarLights

木村HIRO洋幸

【特別出演】ホルトホール大分  豊後ＦＵＮＡＩミュージカル劇団

全席自由　３，０００円
　　　　　３，5００円
全席自由　３，０００円
　　　　　３，5００円
（車椅子席  １，５００円  ※要事前予約）

前
売

当
日

★えらべる！たのしい体験クラフトワークショップバイキング ！

11月 5
日まで

１F窓口
にてチケ

ット発売
中 !

Campalhall×ARTPLAZA 連携事業  
「ケント紙で建物型ブローチづくり」  講師：ART PLAZA 米村 知倫

日時：2017 年 11 月 11 日（土）
　　　11:00 ～ 15:00

　ひとつ 20 分程度でひとつの作品を作れるワークショップ。
　１０００円で３種類えらべる♪

     ・アトリエ・シャイニー :「クリスマス・オーナメントづくり」
　・織姫の会：「糸を使って織の体験」
　・笑竹堂：「竹の小物を作ろう」
　・WOOD JOY：「脳トレキューブを作ろう」
　・フェルト：「糸つむぎ・フェルトワーク体験」
　・Acandle：「クリスマスキャンドルづくり」
　・株式会社高山活版社：「卓上活版印刷で便箋づくり」
★ワークショップ
　・紺屋 そめかひ：「藍・絞り染め体験」
　・眞砂 眞砂子：「手びねりによる小鉢づくり」
★クラフトフリースペース
　自由なもの作りスペース♪　
　場所：300 会議室　入場料：無料
★クラフトフリーマーケット
　場所：ホワイエ、市民プラザ
★その他、スタンプラリー・おいしいフードの販売もあります♪
　

開館時間　８時 30 分～ 22 時
休館日　　毎月第 2月曜日 ( 祝日の場合は翌日の平日が休館 )
　　　　　年末年始 (12 月 28 日～ 1月 3日 )



日 月 火 水 木 金 土

　　　3階マルチスポット　

【時間】9:00 ～ 22:00
【入場料】無料
【主催】ゆうゆう絵手紙サークル
【問】090-5478-3397

11/14( 火 )>>11/24( 金 )

ゆうゆう絵手紙サークル展 

５階体育フロア
個人利用日

５階体育フロア
個人利用日

５階体育フロア
個人利用日

【時間】9:00 ～ 22:00 ※10 日は 12：00 まで
【入場料】無料
【主催】大分中央公民館
【問】538-0100

11/16( 木 )>>12/10( 日 )

人権週間～子どもたちへのメッセージ～ 

　　　4階 子どもギャラリー　

【時間】9:00 ～ 22:00
※26 日は、12:00 ～　9日は、9:00 ～ 13:00
【入場料】無料
【主催】香蘭短歌会大分支部
【問】0977-23-0255

11/26( 日 )>>12/9( 土 )

香蘭短歌会展示会 

５階体育フロア

　　　個人利用日　　　

※17:00 ～ 22:00

５階体育室個人利用は中止
柔剣道場のみ開催

12/2

※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

文 多 体会場名》 １Ｆ 文化ホール ３Ｆ 多目的ホール ５Ｆ 体育室

ス コンパルストレッチ教室 (15:00 ～ 16:00)

第28回広域圏中学生卓球大会

開場 9:30 開演 9:30 終演 18:00
【入場料】無料
【主催】広域圏卓球大会実行委員会
【問】543-2623

３/６(日)

体
育
室

フェンシングワールドカップ
グランプリ大会事前合宿
開場 10:00 終演 17:00
【入場料】観覧無料
【主催】大分市 ,大分県 ,県フェンシング協会
　　　 市フェンシング協会
【問】537-5603( 大分市企画課 )

３/８(火)>>３/２２(火)
大分県フットサルリーグ入替戦
開場 9:00 開演 10:00 終演 15:00
【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

３/２７(日)

【時間】9:00-22:00 ※初日 9:30 から
　　　　　　　　　※最終日 16:30 まで
【入場料】無料【主催】大分中央公民館
【問】538-0100

3/23( 水 )>>4/16( 土 )

平成 27 年度大分中央公民館教室･講座の様子

 第64回九州学校保健学会

  開場9:30 開演9:45 終演16:00
 【入場料】500円(学会員,学生･大学院生は無料)
 【主催】九州学校保健学会【問】090-8664-8415

文

  開場12:00 開演13:00 終演15:30
 【入場料】無料※要事前申込
 【主催】大分市環境部環境対策課【問】537-5758

環境保全団体の顕彰と環境講演会多

全九州レディースバドミントン大会
大分県予選大会

開演 9:00 ～【入場料】無料
【主催】大分県バドミントン協会
  【問】551-1761( 綿谷 信子 )

体

 

 
 大分歌謡輝生会第22回発表会文

  開場9:20 開演10:00 終演16:00 
 【入場料】無料
 【主催】森てる美【問】588-0871

  開場10:00 開演10:00 終演15:00
 【入場料】1000円(２席)
　※当日のみ500円(１席)有
 【主催】大分茶道協会【問】558-7210

茶室 400 集会室　　　　　　　　　　第 2回おおいた
　食と暮らしの祭典 第 37 回市民茶会

  開場9:30 開演10:00 終演11:00【入場料】無料
 【主催】九州国際バッハ音楽コンクール事務局
 【問】092-408-7475

九州国際バッハ音楽コンクール 大分予選多

大分三好ヴァイセアドラーホームゲーム

開場 11:00 開演 12:00 終演 17:00
※詳細は、11 日と同じ

体

ス

ス

ス

ス
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  ① 開場13:00 開演13:30 終演15:00
　② 開場18:30 開演19:00 終演20:30
 【入場料】2000円【主催】サラサラ本舗
 【問】538-4179(三ヶ尻 善子）

文

  開場13:30 開演14:00 終演16:00
 【入場料】無料【主催】吉野ギター教室
 【問】536-3287

吉野盛之＆ときどきカルテット
ギタ―コンサート多

  開場13:00 開演13:30 終演17:00【入場料】無料
 【主催】大分おやじ座談会実行委員会
　       おおいたおやじネットワーク
 【問】574-5258(山下）

第９回大分おやじ座談会多

  開場13:00 開演14:00 終演15:30
 【入場料】無料　※要入場整理券
 【主催】大分市民図書館
 【問】576-8241

文化講演会おんな城主
「井伊直虎」講師小和田哲男氏

多

 

  開場12:00 開演13:00 終演17:00
 【テキスト代】2000円 
　※要事前申込・学生無料
 【主催】NPO法人大分県コンクリート
　　　　 診断士会
 【問】569-0700 (株)明研内

大分県コンクリート診断士会
第 23 回技術講演会多

 カワイ講師コンサート2017

  開場18:00 開演19:00 終演20:45
 【入場料】一般2000円 中高生1500円 
　　　　小学生以下1000円ペア2500円
　　　　※当日は300円UP
 【主催】カワイ音楽教室【問】534-7009

文  スズキ・メソード
ヴァイオリン独奏会

  開場13:45 開演14:00 終演16:30
 【入場料】無料
 【主催】スズキ・メソード大分支部
 【問】551-6746(島森）

文  マリンバ・ピアノ教室合同発表会

  開場14:15 開演14:30 終演16:00
 【入場料】無料
 【主催】桂 悠紀・工藤のぞみ
 【問】080-4313-7642

文

第57回大分県三曲協会
定期演奏会～邦楽演奏会

  開場12:00 開演12:30 終演16:30
 【入場料】1000円【主催】大分県三曲協会
 【問】090-3078-8073(羽田野） 

文

第26回大正琴「豊の会」発表会

  開場9:10 開演10:00 終演15:00
 【入場料】無料
 【主催】大正琴「豊の会」
 【問】556-3702(朝倉 三重子）

文

第八回大分市スポーツ
フェスタ 太極拳大会

  開場12:30 開演13:00 終演15:30
 【入場料】2000円
           ※高校生以下無料・要事前申込
 【主催】大分市
 【問】597-4567(大分市太極拳連盟）

文

　　　　　青少年自殺防止
ミュージカル「つまづいても」

  昼 開場13:30 開演14:00 終演16:00
  夜 開場17:30 開演18:00 終演20:00
 【入場料】無料 ※要事前申込
 【主催】大分県
 【問】506-2727

文

おおいた人権フェスティバル・
朗読劇「あん」

  開場12:30 開演13:00 終演15:30
 【入場料】無料 ※要事前申込
 【主催】大分中央地区人権尊重推進協議会
 【問】538-0100(大分中央公民館）

文
　　　　山﨑 明サクソフォン
　　　   リサイタルツアー2017

  開場18:30 開演19:00 終演21:00
 【入場料】一般2500円 学生1500円 
　　　　　 ※当日500円UP
 【主催】ムジカリーベ【問】090-7161-5650

文

  開場13:15 開演13:30 終演16:30【入場料】無料
 【主催】カネトウ楽器
 【問】554-3277

ヤマハエレクトーンフェスティバル
アンサンブル

多

全日本フットサル選手権大分県大会決勝

開演 16:00 開演 17:00 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）

体

大分三好ヴァイセアドラー
ホームゲーム

開演 12:00 開演 13:00 終演 18:00
【入場料】前売り 一般 2000 円 中高生 1000 円
　　　　 小学生 500 円
　　　　 当日 一般 2500 円 中高生 1500 円 
　　　　 小学生 500 円
【主催】大分県バレーボール協会
【問】529-9009( 大分三好ヴァイセアドラー）

体

第8回大分市スポーツフェスタ
卓球交流大会

開演 9:00 開演 9:30 終演 18:30
【入場料】無料
【主催】大分市スポーツ振興課
【問】090-1195-9616( 中村 和好）

体

  開場12:00 開演12:30 終演15:30
 【入場料】無料
 【主催】大分ハーモニカ同好会
 【問】521-3710・521-6101(海妻みさ江事務局）

第 20 回記念 大分ハーモニカコンサート多

クラフトフェスタinコンパル
　 ※詳しくは裏面をご覧下さい

イルミネーション点灯式
　※詳しくは下記詳細をご覧下さい

  平成29年11月23日（木・祝）から平成30年1月31日（水）にかけて、イルミネーションを
  点灯します。その式典として、11月23日17時30分頃より、コンパルホールの1Ｆ 文化
　ホール・ホワイエ（ロビー）において「イルミネーション点灯式」を行います。
　式典では、小学生ブラスバンド「ウィンドアンサンブル荷揚」の皆さんによる、クリス
　マスソングを中心としたミニコンサートをお贈りします。

  　 11月23日、イルミネーション点灯式を開催！

  イベント名:コンパルホール イルミネーション点灯式
  日時:平成29年11月23日（木・祝）17時30分開式予定 ※約30分で終了予定
　イルミネーション点灯期間：平成29年11月23日～平成30年1月31日
　　　　　　　　　　　　　　期間中、午後17時30分～22時の間点灯
　会場：コンパルホール　文化ホール・ホワイエ
　出演：ウィンドアンサンブル荷揚、コンパルホールキャラクター「パルちゃん」
　観賞：無料　主催：コンパルホール

  開場10:00 開演10:30 終演16:00
 【入場料】無料 
 【主催】日本皿まわし協会【問】536-1652

集会　　第 34 回日本皿まわし全国大会

   時間・場所・入場料は、
   講座によって異なる ※要事前申込
　 ※詳しくは問い合わせ先まで
  【主催】文化庁 
　　　　　一般社団法人日本演出者協会
  【問】090-8668-9836(吉元）

　　　　演劇大学 in おおいた

多

  　　※詳細は、24日と同じ

演劇大学 in おおいた多

その他

その他

  ① 開場9:30 開演10:00 終演12:00
　② 開演13:30 終演15:30
 【入場料】※要事前申込
　一般各1000円 夫婦一日3000円(予約割）
　医療従事者各2000円・一日3000円(予約割）
　当日 一般各2000円　医療従事者各3000円 
 【主催】どーなつ助産院【問】090-2083-1336

子育て応援事業灰谷孝先生講演会
「人間脳を育てる」多


