
※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！●

パルちゃん Facebook→

メールマガジンに登録しませんか？

コンパルホールでは、メールマガジンを発行し、ご登録の皆様にイベント情報などをいち早くお伝え
しています。登録を希望される方は、下記アドレスに空メール (PC のみ )をお送り下さい。沢山のご登録
お待ちしております！

（ご不明な点がございましたら、受付にお気軽にお尋ねください。)

mailmag@compalhall.jp

穴井 豪 × 衛藤 昂
「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」

PR ムービー公開中

Anai Go Eto Ko

大分市公式YouTube 「いいやん！大分」

 ↓ こちらからご覧いただけます

 https://youtu.be/i_VCL-7oRJk

個人利用日 (15 時～ 22 時）　
【体  育  室】   2/1,8,15 ※22 日はご利用いただけません（詳細は中面をご覧ください）
【柔剣道場】2/1,8,15,22 

2
コンパルホール　イベント情報

 

開館時間　午前８時 30分～午後 10 時
休館日　　毎月第 2月曜日 ( 祝日の場合は翌日の火曜日が休み )
　　　　　年末年始 (12 月 28 日～ 1月 3日 )
天体ドーム　2 月の開館日 ( 日没～午後 9時 30 分まで )
　　　　　　2 /3 ,4 ,10,11,12,17,18,24,25

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

P

P

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
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茶道表千家・裏千家 2流派の
　　　　講座受講生によるお茶会。

マリンバの澄んだ響きで、
　　　春にぴったりの曲をお届けします！

南フランスのお食事パン、フーガスを作り
ます。生地に胡桃やバジル、ローズマリーを
混ぜこんだパンです。

男の子も女の子も音楽と英語でお祝い
しよう！ひなまつりにちなんだ工作もします。

国東地方で生産されている七島藺を使っ
て、オリジナルのコースターを作りましょう♪

香りを使ってデトックスを促すヨガを行い
ます。冬の間に固まった体をのばしましょう。　　　

楽しいカラオケ、初めてのオカリナ、ハーモニカ、
着付け、ヴォーカルアンサンブル、ベリーダンス入門、
クラシックギター入門・初級、ジュニアヒップホップ

3日
（土）

4日
（日）

3日
（土）

13時～14時

出演

県内キッズバスケットボールチームや
一般参加チームによる3×3チーム対抗戦、
フリースロー大会、ドリブルシュート大会を
行います！

9時～17時3日
（土）

ミニバスケットボールキッズフェスティバル

4日
（日）

4日
（日）

3日
（土）

2日
（金）

各日 9時～22時

★小中学生のみ利用は17時まで、高校生のみの
　利用は21時まで
★トレーニング室の利用は中学生以上可

両日ともに
12時～15時

当日参加OK！

裏千家4日
（日）

市民ス
ポーツ

デー同
時開催

入場無料
※一部有料

＠2F 茶室

２００９年に結成。大分県唯一の
 マリンバアンサンブルグループ

（※4日のみ15時まで）4日
（日）

3日
（土）

2日
（金）

9時～17時 ＠3F 多目的ホール

ふない

＠5F 体育室

＠5F 卓球室・
トレーニング室

＠1F 市民プラザ10時～15時

＠1F 文化ホール
      ホワイエ

「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」応援事業

日土金
３月２・３・４日会場：コンパルホール

表千家3日
（土）

協力：大分市障害者就労支援協議会

美文字のペン字とかな書道、子ども絵画、
子ども書き方、フラワーデザイン、羊毛フェルト、
楽しい水彩画、いけばな４流派、俳画に親しむ、
初心からの短歌、ボタニカルアート

4日
（日）

13時～15時《開場 12時》 ＠1F  文化ホール

観覧無料

A C D

※事前申込が必要です！詳細は裏面をご覧ください

★スポーツイベントに参加される方は運動のできる服装で
　室内シューズを持参してください。

①10時～11時半  ②12時～13時半

①シニアコース
50歳以上の方対象 30歳以上の方対象

②ダイエットコース

＠5F 柔剣道室

市民スポ
ーツデー

日時》2日（金）19時-20時半
参加費》500円
対象》18歳以上の方

日時》3日（土）10時-12時
参加費》900円（材料費含）
対象》小学4年生以上の方

同時開催

日時》3日（土）14時-16時
参加費》1500円（材料費含）
対象》18歳以上の方

日時》3日（土）13時半-15時
参加費》1組 800円（材料費含）
対象》2歳から4歳児とその保護者

軽トラの荷台でいろとりどりのお野菜や
くだものなどを販売！他にもおいしい食べものがたくさんくるよ♪

コンパルホールのあるこの土地はむかし
”天神町”とよばれていて天神さまの杜が
たっていたそう。ありがた～い場所にたた
ずむこのコンパルホールからご縁を発信
します♪

カボスマレット

3(土)・4(日) 大分中央地区ふるさとづくり
　　　　　　　　　　　　　　　運動推進協議会第20回 大分中央地区
ふれあいまつり

模擬店・フリーマーケットetc

3(土)・4(日) 大分市男女共同参画センター
第４回 うめはるフェスタ
風船配布・体験コーナーetc

主催　コンパルホール
後援　大分合同新聞社　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
協力　大分県ミニバスケットボール連盟

B

入場無料

入場無料

入場無料

参加費無料

※事前申込が必要です。
　詳細は裏面をご覧ください

2day
s

2day
s

天神町ごえん市天神町ごえん市

２０１８

※2/1,8,15,22 日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


