
【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】1/4,11,18,25　※11 日は、15 時～ 18 時半
【柔剣道場】1/4,11,18,25

1
コンパルホール　イベント情報

2018  

天体ドーム　1月の開館日 ( 日没～午後 9時 30 分まで )
　　　　　　1月は 6,7,8,13,14,20,21,27,28

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
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ネット予約ページへ

※4,11,18,25 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

　　　　穴井 豪 ×熊谷 拓明
踊る？踊る！ダンスワークショップ 　日本の若手トップランナーとして活躍し、「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」のオープニングステージの演出と振付を担当するダンサー
  穴井 豪と、気鋭のコンテンポラリーダンサー 熊谷 拓明による
　作品「I was wrong」を上演します。ダンサーとして成熟期を
　迎える二人の、力強くも繊細で美しい舞台をご堪能下さい。
　日時：2018 年 1 月 27 日（土） 開場 18:30　開演 19:00
　　　　※上演後、アフタートークを予定しています
　場所：コンパルホール 1F 文化ホール
　料金：全席指定 2000 円　※未就学児入場不可・車いす席 6席
　チケット：発売中
　前売りチケットお取り扱い：トキハ会館プレイガイド・ローソ
　ンチケット【Lコード：81649】0570‐084‐008 チケットぴあ
　【Pコード：482‐694】

　★special collaboration★ 
　ダンサー 穴井 豪 × 映画監督 衛藤 昂
　DANCE.com では、穴井 豪が美しく自由に舞い踊る姿を
  衛藤 昂が撮り下ろした、国民文化祭、全国障害者芸術
　・文化祭 PR ムービーをお披露目します。
　
　

DANCE.com( ダンス ドット コンパル）

※12月1日(金)10：00より前の申込みは、受付の対象外となりますのでご注意ください。

平成30年1月28日 日 コンパルホール 1Ｆ
文化ホール ステージ上

ペア（小学生1名+保護者1名）の部 中学生以上の部（年齢の上限はありません）
受付 10:30
開始 11:00
終了 11:45

体験時間
45分

定員
15組
30名

受付 12:30
開始 13:00
終了 14:30

体験時間
90分

定員

20名

参加コース❶又は❷・参加者氏名（ふりがな）・性別・年齢・学年・保護者氏名・住所・電話番号（日中連絡が取れるもの）・
当日取材の可否・健康状態を、Eメール、FAX、どちらかの方法でご連絡ください。

申込期間

申込方法

持ち物

12月1日（金）10：00～

動きやすい服装・タオル・飲み物（キャップのついたもの）　※裸足で行います。

参加無料 1 2

※中学生は保護者の送迎が可能な方
※定員になり次第受付終了

Hiroaki
 Kumagai

Go Anai

「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」
オープニングステージの演出と振付を担当する穴井  豪 氏と、気鋭のダンサー、熊谷  
拓明 氏を講師にむかえ、小学生から大人まで幅広い層を対象としたダンスワークショップ
を開催します。自由な発想で動いて表現する喜びを体験してみませんか？
是非この機会にご参加ください。

「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

DANCE.comダンス  ドット  コンパル

特別企画

穴井 豪　×
 熊谷 拓明

参加者氏名
さん か しゃ し めい

保護者氏名
ほ  ご しゃ し めい

参加コース ①ペア  ・  ②中学生以上
さん か

健康状態 良好・普通・その他（　　　　　　　　　　　　　　　  ）
けんこうじょうたい

当日取材の可否 可  ・  否
とうじつしゅざい　 か  ひ  

住　所
じゅう　  しょ  

電話番号
でん わ ばんごう

mailアドレス
めーる

備　考
 び　　こう

主催：第33回国民文化祭、第18回全国障害者芸術・文化祭大分市実行委員会／コンパルホール
企画制作：コンパルホール　　共催：大分合同新聞社
協力：OITA'n DANCE ORGANIZATION (O'nDO)　

〒870-0021  大分市府内町1-5-38
 TEL：097-538-3700　FAX：097-534-4049
 E-mail：info@compalhall.jp

お問い合わせ
コンパルホール

ダンスワークショップ参加申込書 送信先 ➡ FAX：097-534-4049　Email：info@compalhall.jp

photo
大洞 博靖

学年

歳 年

年齢性別

男 ・ 女

歳

年齢性別

男 ・ 女

〒

①に参加
される方
のみ→

（ふりがな）

※小・中・高校生

※取材カメラに映っても良いかどうか

※貧血や喘息など、医師から受けている特に注意すべきことがあればご記入ください。

DANCE.com

Go Anai

Hiroaki
   Kumagai

「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

photo  大洞 博靖

ダンス  ドット  コンパル

2018 1.27sat
開場 18：30　開演 19：00
終演 21：00予定

主催：第 33 回国民文化祭、第 18 回全国障害者芸術・文化祭大分市実行委員会／コンパルホール
企画制作：コンパルホール　 共催：大分合同新聞社　 協力：OITA'n DANCE ORGANIZATION （O'nDO）
お問い合わせ：コンパルホール　097－538－3700

コンパルホール 1Ｆ文化ホール

2,000 円全席指定

大分市PRムービー「SARU TABI」などで注目の
映画監督 衛藤 昂。DANCE.comでは、穴井 豪が美しく
自由に舞い踊る姿を衛藤 昂が撮り下ろした、国民文化祭、
全国障害者芸術・文化祭PRムービーをお披露目します。

サ　  ル タ　  ビ

×穴井　豪
ダンサー

衛藤　昂
映画監督

Special collaboration

※車椅子エリアはスペースに限りがございます。（６席分）
　ご希望の方は事前にお問い合わせください。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※チケットはお一人様一枚ご用意ください。

■チケット発売日
11月15日（水）10：00～

■前売チケットお取扱い　　　　　　　　　　　　　　
コンパルホール１F受付　トキハ会館プレイガイド
ローソンチケット　【Lコード：81649】
　　　　　　　　　☎ 0570-084-008
チケットぴあ　　　【Pコード：482-694】

I was wrong公演

出演　穴井  豪×熊谷 拓明

　自由な発想で動いて表現する喜びを体験してみませんか？
　是非この機会にご参加ください。
　日程：2018 年 1 月 28 日 ( 日 )
　場所：コンパルホール 1F 文化ホール ステージ上
　定員：①ペア（小学生＋保護者 1名）の部 15 組 30 名
　　　  ②中学生以上の部（年齢の上限なし）20 名
　時間：①受付 10:30　開始 11:00　終了 11:45　体験時間 45 分
  　　　②受付 12:30　開始 13:00　終了 14:30　体験時間 90 分
　参加料：無料
　申込期間：12 月 1 日（金）～　※定員になり次第終了
　申込方法：参加コース①又は②・参加者氏名（ふりがな）・性別・
　　　　　　年齢・学年・保護者氏名・住所・電話番号（日中連
　　　　　　絡が取れるもの）・当日取材の可否・健康状態を、E
　　　　　　メール、FAX、どちらかの方法でご連絡ください。
　持ち物：動きやすい服装・タオル・飲み物 ※裸足で行います

　　　　　　　

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

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

※体育室は 15:00 ～ 18:30

今年もコンパルホールのキャラクター「パルちゃん」
をモチーフにした華やかなイルミネーションで
冬のコンパルホールを彩ります。心地よいオル
ゴールのメロディーとともに光と音の世界をお楽しみ下さい。

  H30年1月31日まで イルミネーション点灯♪

【会場】コンパルホール
【入場】無料
【時間】17:30～22:00
【点灯期間】
 11月23日からH30年1月31日

５階体育フロア
個人利用日

　　　　　　　　　コンパル博覧会２０１８春

　　　　 　２０１８年３月２日(金）～４日(日)

　　　　　●事前申込制の催し●

　　　　　・デトックスアロマヨガ　3月2日19:00～

　　　　　・七島藺でコースターづくり　3月3日10:00～

　　　　　・手ごねパン教室～南仏のパン「フーガス」3月3日14:00～

　　　　  ・親子英語リトミック＆ひな祭り☆工作　3月3日13:30～

　　　　　・健康・体力測定（シニアコース） 3月4日10:00～

　　　　　・健康・体力測定（ダイエットコース） 3月4日12:00～

　　　　　　　　各催しの対象や参加費等詳しくは、　

　　　　　　　　チラシかコンパルホールへお問合せ下さい。　

　　　　　　　　1月15日（月）より電話かコンパルホール窓口　

　　　　　　　　でお申込下さい（先着順）。　

　　　　　　　　定員に達し次第、募集は終了です。

※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

 

 

  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　　　　　　　　　　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

ス

ス

ス

ス
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休 館 日 休 館 日休 館 日

休 館 日

 

　　穴井 豪×熊谷 拓明
踊る？踊る！ダンスワークショップ
   

   ※詳しくは裏面をご覧下さい

　　DANCE.com( ダンス ドット コンパル）
　　　　　穴井 豪 × 熊谷 拓明 　　　　　　　　　
　　　　　公演 「I was wrong」
   

   ※詳しくは裏面をご覧下さい

  開場13:30 開演14:00 終演16:00
 【入場料】無料　※要事前申込
 【主催】大分県発達障がい者支援センターECOAL
 【問】513-1880 

地域資源交流会多

  開場15:00 開演15:00 終演17:30予定
 【入場料】無料
 【主催】ミュージックストアナガト
 【問】514-1127

ヤマハ音楽教室
ジュニアオリジナルコンサート多

  開場10:00 開演10:00 終演13:00予定
  ※詳細は、13日と同じ

ヤマハ音楽教室
ジュニアオリジナルコンサート

多

  開場9:30 開演10:00 終演11:30
 【入場料】無料
 【主催】大分市消費者団体連絡協議会
 【問】573-3770 

第 41 回大分市みんなの消費者大会多

 大分県発達障がい者支援センター
 主催講演会

文

  開場9:00 開演9:30 終演11:30 
 【入場料】2000円　※要事前申込
 【主催】大分県発達障がい者支援センター
 【問】513-1880

社会福祉法人とんとん
第12回キラキラ発表会文

  開場9:00 開演9:30 終演12:30 
 【入場料】無料
 【主催】社会福祉法人 とんとん
 【問】546-2666

 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

 黒川醫院 開院一周年記念
 養老孟司氏特別講演会

文

  開場13:00 開演14:00 終演15:30 
 【入場料】1000円　※要事前申込
 【主催】黒川醫院【問】535-7655

 　 劇団水中花第８回公演
   「よっちゃんうどんがありまして」
文

 ① 開場12:30 開演13:00 終演14:30 
 ② 開場17:30 開演18:00 終演19:30
 【入場料・前売】一般1800円 ペア3000円
　　　　 大高生1500円 中学生以下1000円
　　　　 ※当日券は300円増・要事前申込
 【主催】劇団水中花
 【問】090-8668-9836

大分県フットサルリーグ
開場 9:00 開演 9:30 終演 21:00
【入場料】無料
【主催】（一社）大分県サッカー協会フットサル委員会

【問】090-7381-8416( 北里 )

体

大分市中学校
バレーボール冬季大会

開場 9:00 開演 9:45 終演 17:00
【入場料】無料　※要事前申込
【主催】大分市中学校バレーボール競技
       冬季大会実行委員会
【問】090-8627-0412

体

大分市中学校バレーボール冬季大会

開場 9:00 開演 9:45 終演 17:00
※詳細は、20 日と同じ

体

SOMECITY OITA 2018 

開場 11:30 開演 11:55 終演 16:00
【入場料】S席 2300 円  A 席 2000 円
　立見（大人 )1500 円 立見 (学生）1000 円
※当日券は +500 円・未就学児無料・要事前申込
【主催】SOMECITYOITA 事務局
【問】080-3180-5534
https://somecityoita.official.ec/

体

ス

  2018 皆既月食 特別観測会
　
  【時間】 20:30～24:15
　【入場料】無料
　【場所】2F屋外テラス 
 　※悪天候中止
 　★詳しくはホームページを
　 ご覧下さい
 

 成人の日市民スポーツデー
 【時間】9：00～16：00
 【入場料】無料
 【場所】5階スポーツフロア
   ※詳しくはホームページをご覧下さい

 　　　BOSAI訓練デー
 【時間】10：00～16：00
 【入場料】無料
 【場所】市民プラザ
   ※詳しくはホームページをご覧下さい

 第19回ヴォーカルアンサン
 ブルフェスティバル

文

  開場9:30 開演10:00 終演15:30 
 【入場料】500円　
 【主催】大分県合唱連盟
 【問】090-3663-8274（宮崎）


