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５階体育フロア
個人利用日

５階体育フロア
個人利用日

※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

 

  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
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  開場9:30 開演10:00 終演15:00
 【入場料】無料※要事前申込　
 【主催】社会福祉法人
　　　　 大分県盲人協会大分県点字図書館
 【問】538-0399 

第 10 回点字図書館祭多

 ①カワイこどもフェスティバル文

 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 13:00 開演 13:30 終演 15:00
【入場料】無料
【主催】レッツダンスでガッツ元気の会
【問】090-8910-3713( 麻生代表携帯 )

ス

 ②カワイうたのコンクール

  開場14:45 開演15:00 終演16:30 
 【入場料】無料【主催】カワイ音楽教室
 【問】534-7009

  開場10:30 開演11:00 終演13:00 

文

 【入場料】無料　　
 【主催】スマイスセレソン
　　　　 スポーツ幼児園
 【問】529-7245

  開場9:00 開演9:15(予定)　
　終演12:00　

 スマイスセレソン
 スポーツ幼児園発表会

 第11回大分市ふるさとコンサート

  開場13:30 開演14:00 終演16:30
 【入場料】1000円(全席自由)
 【主催】大分市　
 【問】537-5663(大分市企画部文化国際課)

文

ダンス！ダンス フェスティバル文

多 大分都市広域圏就農相談会
(林業・水産業も含む )

  開場13:00 開演13:00 終演16:30
 【入場料】無料
 【主催】大分都市広域圏農林水産部会
　       (大分市、別府市、臼杵市、津久見市、
          竹田市、豊後大野市、由布市、日出町)　
 【問】537-5628(大分市農林水産部農政課）

  開場13:30 開演13:30 終演19:00
 【入場料】無料
 【主催】習字研究社大分県連合会　
 【問】080-6430-2489(藤尾明弘)

第 41 回習字研究社大分県連合会書道展多   開場9:00 開演9:00 終演19:00
  ※詳細は、23日と同じ

第 41 回習字研究社 
大分県連合会書道展

多

  開場9:00 開演9:00 終演15:00
  ※詳細は、23日と同じ

第 41 回習字研究社大分県連合会書道展多

市民プラザ

 【自己負担金】500円　　
 【主催】大分市保健所健康課
 【問】536-2562

  開場9:30 開演9:30 終演10:30　

 胃がん検診
  開場12:30 開演13:00 終演16:30
 【入場料】無料※要事前申込
 【主催】大分県･社会福祉法人大分いのちの電話
 【問】537-2488

平成 29 年度第 2回大分県自殺対策講演会多

  開場10:00 開演10:00 終演12:00
 【入場料】無料
　　　　※託児利用者のみ要事前申込
 【主催】大分県商工労働部雇用労働政策課
 【問】506-3327

～女性が働きやすい～合同企業説明会

多

開場 12:50 開演 13:20 終演 16:00
【入場料】無料※要事前予約
【主催】国立研究開発法人理化学研究所
　　　 計算科学研究機構
【問】078-940-5596

スパコンを知る集いin大分文

大分三好ヴァイセアドラー ホームゲーム体

  開場12:00 開演13:00 終演19:00
 【入場料】一般自由席2000円(当日2500円）
　　　　　 中高生1000円(当日1500円）
　　　　　 小学生500円(当日500円）
 【主催】大分県バレーボール協会
 【問】536-2303・529-9009
　　　 (大分三好ヴァイセアドラー)

  開場9:45 開演10:30 終演12:00
 【入場料】無料※要事前申込
 【主催】大分県金融広報委員会
 【問】533-9116
　　　 573-3770(共催ライフパル）

多金融経済講演会 in 大分
夢をかなえる小さな節約術

豊後ＦＵＮＡＩ芸術祭
　「おぺらくご」

　※チケットは完売しました

大分三好ヴァイセアドラーホームゲーム体

  開場11:00 開演12:00 終演18:00
  ※詳細は、24日と同じ

　トラッシュマスターズ　
　 第28回公演『埋没』
文

 
 【入場料】全席自由3500円 ※要事前申込
　　　　　 U25割2500円（劇団取扱いのみ）
 【主催】トラッシュマスターズ
 【問】03-5902-8020（平日11時～17時 SUI)

 開場18:30 開演19:00 終演21:30 

　トラッシュマスターズ　
　 第28回公演『埋没』

文

 
  ※詳細は、6日と同じ

 開場18:30 開演19:00　
 終演21:30 

～５階･６階スポーツ施設のご利用についてお知らせ～

2月 24・25 日は、大分三好ヴァイセアドラーホームゲームのため、コンパルホール５・６階全フロア
の体育施設の一般利用が出来ません。
利用者の皆さまにご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

期間〉2月 24 日 ( 土 )9:00 ～ 22:00、25 日 ( 日 )9:00 ～ 20:00
会場〉5階、6階全フロア     

５階体育室のみ
個人利用中止 ス


