
【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】12/7,14,21
【柔剣道場】12/7,14,21　
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コンパルホール　イベント情報

2017  

天体ドーム　12 月の開館日 ( 日没～午後 9時 30 分まで )
　　　　　　12 月は 2,3,9,10,16,17,22,23,24

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
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トキハ

P

P

顕徳町一丁目
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ネット予約ページへ

※7,14,21 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

コンパルホール クリスマスコンサート
　　 ～ｊａｚｚの音色で過ごすひととき～

日時：2017 年 12 月 25 日（月）　
　　　13:00 ～ 14:00（開場 12:30）
場所：コンパルホール 1階文化ホールホワイエ　
出演：デュオアンサンブルユニット サシブハシブ
内容：クリスマスの季節にコンパルホールが贈る、
　　　無料コンサート。今年は、サックスとベー
　　　スのデュオ サシブハシブを迎え、ちょっぴ
　　　りオトナなジャズの音色でクリスマスソング
　　　をお届けします♪先着 100 名様に、ささやか
　　　なクリスマスプレゼントとしてグリーンペー
　　　パーをさしあげます！

 

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

お問い合わせ：538-3700主催：コンパルホール（大分市府内町 1-5-38）

サシブハシブ

当日参加OK★

 1F 文化ホール
 　　ホワイエ

サックス奏者daisax＆マルチジャズ奏者monk　ユニット

13時～14時
開場：12時30分

実施時間：10時30分～12時30分
（最終受付時間12時15分）

制作時間 ：1作品 約15分
料金：1作品 500円～1500円
場所：1Fロビー
講師：Acandle

クリスマスやお正月向けのキャンドル作品をつくりましょう♪

移動販売車

販売時間：10時～14時
場所：市民プラザ（屋外）

(月）12月25日

daisaxはソプラノ、アルト、テナー、バリトンサックスとクラリネット、monkはピアノ、エレキベース、
ビブラフォン、アルト、バリトンサックスをそれぞれ持ち替え、ジャズ、ファンク、ポップス、昭和歌謡など多彩なジャンルを演奏。

daisaxのサックスとmonkのエレキベースを中心にクリスマスにちなんだ曲目を中心にお届けいたします。

先着100名クリスマスプレゼント
※お一人様おひとつ
　ご入場の際に手渡しになります。

日時：平成 29 年 12 月 3 日（日）　
時間：開場 13:00　開演 13:30　　　
場所：コンパルホール　１階　文化ホール
入場料：前売 3000 円 当日 3500 円 ※全席自由・4歳以上入場可
車椅子席は 1500 円※要事前予約・限定 6席
チケット発売：販売中
※チケット販売場所／コンパルホール
主催：コンパルホール
お問い合わせ先：コンパルホール　　
ＴＥＬ：097-538-3700

　　　　　ーゴスペルがまちに響き、合唱の輪が広がる！－
今年で 7年目を迎える「コンパルホールゴスペルコンサート」。
今回のテーマは〝ゴスペルヒストリー”。国内外幅広く活躍す
るゴスペルディレクター木村 HIRO 洋幸と、人気のヴォーカル
グループ StarLights、そしてコンパルホール合唱団によるパ
ワフルでハートフルなステージをお楽しみください。

コンパルホールゴスペルコンサート

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　

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 

～ 1/3( 水 )

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。

  　 11月23日～H30年1月31日 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

※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

市民プラザ

　　　　　　　　　　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

1

休 館 日

休 館 日
休 館 日

休 館 日

 

コンパルホールワールド
　ゴスペルコンサート
   

 　　大分大学混声合唱団
コール・レティッヒ第57回定期演奏会

文

  開場14:00 開演14:30 終演16:30 
 【入場料】500円※高校生以下無料
 【主催】大分大学混声合唱団コール・レティッヒ
 【問】080-3463-9595

 クリスマスコンサート
 ～ガーマ＆プリウス

文

  開場13:30 開演14:00 終演16:00 
 【入場料】一般1000円 学生500円
 【主催】ヴォーカルアンサンブルプリウス
　　　　  アンサンブルガーマ
 【問】090-5283-9061（小野 慎介）  「思い出の玉手箱」(第2回）

　お客様が歌う音楽会♪文

  開場13:30 開演14:00 終演17:00 
 【入場料】無料　
　　　※乳幼児・未就学児入場可/入退場自由
 【主催】馬場 州賀子
 【問】080-6525-8210

 HAMORI-BE CONCERT TOUR2017文

  開場14:30 開演15:00 終演17:00 
 【入場料】一般3500円(中学生以上）
　　　　   子ども券1500円(３歳以上～小学生）
　※当日券は各200円増・3歳未満は膝上鑑賞は無料
    ・座席が必要な場合は子ども券料金
    ・家族割引(一般+子ども券を同時購入は、
      子ども券1枚につき500円引き）
    ・全席自由・要事前申込
 【主催】はもりべコンサート実行委員会
 【問】080-7000-2712（はもりべ事務局/中村）

 翼の会ピアノ発表会文

  開場13:30 開演13:45 終演16:30 
 【入場料】無料
 【主催】翼の会
 【問】521-3505

  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

  開場9:30 開演10:00 終演18:00
 【入場料】無料 ※午後の部は要事前申込
 【主催】明西寺【問】569-6017

スマナサーラ長老大分講演会多

  【午前】開場9:30 開演9:30 終演11:15
　【午後】開場13:00 開演13:00 終演13:30
  【入場料】無料　※一部自己負担金500円
  【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13:45 終演15:30
 【入場料】無料【主催】島村楽器
 【問】528-3050（担当 会田・田原）

島村楽器パークプレイス大分店 
音楽教室合同発表会

多

  開場13:00 開演14:00 終演16:00
 【入場料】大人1000円 高校生以下500円 
　　　　　 ※未就学児無料　　　　　　
 【主催】大分県ユーフォニアム・チューバ協会
 【問】090-9515-3171（井元）

第６回定期演奏会多

  開場9:45 開演10:00 終演16:30
 【入場料】無料
 【主催】田中 円奈三【問】090-1198-9061

クリスマスコンサート 
合同 ピアノ発表会

多

  開場18:30 開演19:00 終演21:00
 【入場料】2000円　
　　　　　 ※要事前申込
 【主催】アンサンブル“奏”
 【問】090-8299-9011（白沢）

 Ｎ響首席奏者藤森亮一氏を
ゲストにチェロ四重奏の夕べ

多

  開場13:10 開演13:30 終演16:00
 【入場料】無料
 【主催】nanaピアノスタジオ
 【問】050-5583-3193

 nanaピアノスタジオ 発表会 2017

 クリスマスゴスペルナイト
～チャリティライブvol.19～

文

  開場18:30 開演19:00 終演21:00 
 【入場料】1000円
 【主催】大分ファミリーゴスペルクワイア
　　　　 グレイス
 【共催】大分県民クリスマス
 【問】090-1085-2047（小野）

  開場13:30 開演13:30 終演14:30
 【入場料】自己負担金500円
 【主催】大分市保健所健康課
 【問】536-2562

市民プラザ

子宮頸がん・乳がん検診

  開場9:30 開演10:00 終演15:00
  ・茶室は表千家
  ・集会室は江戸千家、煎茶豊州流
 【入場料】1000円（2席入場可）
 【主催】大分茶道協会
 【問】090-1878-3295（岩男）

茶室   32 回諸流派
合同チャリティー茶会

集会室

  開場10:00 終演15:00
 【入場料】1000円（茶券）
 【主催】茶道裏千家さざんかの会
 【問】090-7537-2664（鳥谷 晴美）

茶室 茶道裏千家さざんかの会 
第 12 回チャリティー茶会

400 会議室

  開場13:00 開演13:30 終演15:00
 【入場料】無料 ※要事前予約
 【主催】全日本浪曲愛好会 
　　　　 会主 天津洋子
 【問】090-9587-6465

400 会議室

「浪曲」元禄 315 年 忠臣蔵雪の巻
『南部坂雪の別れ』

  開演9:00 終演16:00
 【入場料】無料
 【主催】社会福祉法人 シンフォニー
 【問】586-5577

市民ギャラリー シンフォニーアート展

  開演9:00 終演13:00
 ※詳細は、1日と同じ

市民ギャラリ― シンフォニーアート展

第9回秋桜ダブルス卓球大会

開場 9:00 開演 9:30 終演 15：00
【入場料】無料
【主催】秋桜
【問】090-1970-6570（中村）

体

　　 　 コンパルホール 
　   クリスマスコンサート　　

　 ※詳しくは裏面をご覧下さい。

   ※詳しくは裏面をご覧下さい

文

  開場13:30 開演13:30 終演14:30
  ※詳細は、7日と同じ

市民プラザ 子宮頸がん・乳がん検診


