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４Ｆ子どもギャラリー

第11回習研大分駅まえ教室書作展

6/17（日）≫7/13（金）

開場 9:00 閉場 22:00

【入場料】 無料

【主催】コンパルホール・習研大分駅まえ

【問】097-538-3700（担当：秋月）

大分県フットサルリーグ

開場9:00開演10:00 終演16:00

【場所】 ５Ｆ 体育室

【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）

休館 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。

3Ｆマルチスポット

川上利久「雄大な凧の世界vol.3」

6/16（土）≫7/7（土）

開場 9:00 閉場 22:00

【入場料】 無料

【主催】コンパルホール・川上 利久

【問】097-560-2478（川上利久）

長井 充ピアノコンサート

開場13:00 開演13:30 終演15:00

【場所】 1Ｆ文化ホール【入場料】 無料

【主催】音楽の集い実行委員会

【問】080-6428-3202

平和楽器音楽教室発表会

第1部 開場10:15 開演10:30終演12:30

第2部 開場14:15 開演14:30終演16:30

【場所】 1Ｆ文化ホール【入場料】 無料

【主催】㈱平和楽器【問】097-537-8648

藤原ちほピアノ教室サマーコンサート2018

開場14:00 開演14:15終演16:30

【場所】 1Ｆ文化ホール【入場料】 無料

【主催】藤原 ちほ【問】090-6427-6971

祝祭広場 市民説明会

開場12:30 開演13:00 終演15:00

【場所】 3F 多目的ホール【入場料】 無料

【主催】大分市役所 まちなみ企画課

【問】097-585-6004

ラジオ体操講習会

開場9:00 開演10:00 終演11:30

【場所】 3F 多目的ホール【入場料】 無料

【主催】大分市民健康ネットワーク協議会

【問】090-8296-8730・097-514-3622

シンポジウム「認知症ドライバーの交通事故」

開場13:00 開演13:30 終演16:45

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 無料

【主催】大分県弁護士会・九州弁護士会連合会

【問】097-536-1458（大分県弁護士会）

第56回大分県中学校総合体育大会

バドミントン競技

開場 9:00開演10:30 終演19:00

【場所】 ５Ｆ 体育室【入場料】無料

【主催】大分県中学校体育連盟

【問】090-1342-5673（岩下）

大分県レディースバドミントン総合選手権

（個人戦）大会

開場9:00開演9:00 終演17:00

【場所】 ５Ｆ 体育室

【入場料】無料

【主催】大分県バドミントン協会

【問】097-551-1761（綿谷 信子）

カワイ音楽教室 発表会

①開場9:20 開演9:30 終演11:30

②開場12:20 開演12:30 終演14:30

③開場15:20 開演15:30 終演17:30

④開場18:20 開演18:30 終演20:30

【場所】 1Ｆ文化ホール【入場料】 無料

【主催】カワイ音楽教室

【問】097-541-3989

カワイ音楽教室 発表会

①開場9:20開演9:30 終演11:30

②開場12:20開演12:30 終演14:30

③開場15:20開演15:30 終演17:30

④開場18:20開演18:30 終演20:30

※詳細は、21日と同じ

カワイ音楽教室 発表会

①開場9:20開演9:30 終演11:30

②開場12:20開演12:30 終演14:30

③開場15:20開演15:30 終演17:30

※詳細は、21日と同じ

うたわの会 声楽発表会

開場13:00 開演13:30 終演16:00

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】 無料

【主催】新見 準平

【問】080-3411-6499（新見）

大分西高校演劇部・書道部・合唱部

校外公演「薫風」

開場18:00 開演18:30 終演20:30

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】 無料 ※要事前申込

【主催】大分西高校演劇部

【問】097-543-1551

（大分西高校演劇部）

夏の省エネ・節電セミナー

開場13:00 開演13:30 終演16:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 無料 ※要事前申込

【主催】大分県

大分県地球温暖化防止活動推進センター

【問】097-574-6139

BUILDOITAトークイベント

第2回けんせつ小町座談会

開場13:30 開演14:00 終演16:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 無料

【主催】(公財）大分県建設技術センター

【問】097-594-8889

マイナビ インターンシップフェア

開場16:00 開演16:00 終演20:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 無料 ※要事前申込

【主催】㈱プランニング大分・マイナビ

【問】097-538-9661

〝OITA4、O„推進フォーラム

開場13:00開演13:30 終演16:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 無料 ※要事前申込

【主催】大分県

【問】097-506-2062

（大分県商工労働部情報政策課 IT戦略推進班）

http://www.pref.oita.jp/site/sme/

iot300712.html

習字研究社大分県連合会300人研修会

開場9:00開演9:30 終演16:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 事前徴収 ※要事前申込

【主催】習字研究社大分県連合会

【問】080-6430-2489（藤尾 明弘）

平成30年度大分市学校給食研修会

開場9:55開演10:00 終演12:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 無料

※総会（9:45～9:55）要事前申込

講演等（10:00～12:30）は不要、但し、

多い場合は小中学校保護者優先

【主催】大分市教育委員会

【問】097-585-6010（大分市体育保健課）

大分市小学校外国語教育研究会

夏季研修会

開場13:00開演13:30 終演16:40

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 500円 ※要事前申込

【主催】大分市小学校外国語教育研究会

【問】097-520-1009（松岡小・東）

体育室 利用中止のお知らせ

6月30日（土）20:00～7月16日（月）22:00まで

フェンシング世界選手権事前キャンプのため、上記期間中、体育室の

利用を中止とさせていただきます。（ランニングコースは利用可）

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程お願いいたします。

なお、5階他施設は、通常通りです。

※木曜個人利用日（体育室）も中止となります（7月5日・12日）

第34回はり灸マッサージふれあいフェスタ

受付12:20 開始13:00 終了16:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 500円 ※要事前申込

【主催】大分市鍼灸マッサージ師会事務所

【問】097-567-3951

第56回大分県中学校総合体育大会

バドミントン競技

開場9:00 開演9:30終演17:00

※詳細は、26日と同じ
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