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５階体育フロア 個人利用日

体育室は19：00～22：00
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５階体育フロア 個人利用日 ス

５階体育フロア 個人利用日

５階体育フロア 個人利用日
ス

ス

コンパルホール

体育の日

市民スポーツデー

※詳しくは、裏面をご覧下さい

2Ｆ 市民ギャラリー

柏秀会 水墨画展

10/1（月）≫10/5（金）

開場 9:30 閉場 17:30

※1日は開場11:00、5日は閉場17:00

【入場料】無料

【主催】水墨画柏秀会

【問】097-538-3700（コンパルホール）

企業発見＆選考準備

開場

【

【

【

【

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。

ヒッポファミリークラブ国際交流写真展

9/22（土）≫10/12（金）

開場 9:00 閉場 22:00

※22日は開場12:00、12日は閉場20:00

【入場料】無料

【主催】ヒッポファミリークラブ大分

【問】097-532-2894

4Ｆ 子どもギャラリー

秋の読書週間感想画展

10/27（土）≫11/10（土）

開場 9:00 閉場 22:00

【入場料】無料

【主催】大分中央公民館

【問】097-538-0100

おおいた協働ものづくり展2018

開場 10:00 開演10:00 終演16:00

【場所】 3F  多目的ホール

※詳細は、13日と同じ

くらし・行政なんでも相談所

開場 9:30 開演10:00終演15:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】無料

【主催】総務省大分行政監視行政相談センター

【問】097-533-1100

2018全日本中国語スピーチコンテスト大分県大会

開場 11:00 開演13:00 終演16:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】無料

【主催】大分県日中友好協会

【問】097-576-9540

ピティナ・ピアノ・ステップ大分秋季

開場 9:30 開演10:00終演18:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】無料 ※要事前申込

【主催】ピティナ・ピアノステップ大分秋季

【問】097-552-5650

文化講演会理系作家講師：柳田 理科雄氏

開場 13:00 開演14:00 終演15:30

【場所】 3Ｆ 多目的ホール

【入場料】無料 ※要事前申込・要整理券

【主催】大分市図書館

【問】097-576-8241

おおいた協働ものづくり展2018

開場 10:00 開演10:00 終演17:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】無料

【主催】大分市工業連合会青年部会・大分市

【問】097-569-1234

※入場申し込み不要

但し、事前申込要、材料費が必要なプログラム有

大分歌謡輝生会第23回発表会

開場 9:30 開演10:00終演15:30

【場所】 1Ｆ 文化ホール 【入場料】 無料

【主催】森てる美 【問】097-588-0871

目の健康講座

開場 12:30 開演13:00 終演14:30

【場所】 1Ｆ 文化ホール

【入場料】無料

【主催】大分県眼科医会

【問】097-544-3311（たなか眼科）

いのち輝け~差別をなくす市民の集い～

開場 13:00 開演14:00 終演15:30

【場所】 1Ｆ 文化ホール

【入場料】無料

【主催】大分市・大分市教育委員会

【問】097-537-5618

城郭考古学者千田嘉博氏と作家赤神諒氏 講演会

開場 12:00 開演13:00 終演16:00

【場所】 1Ｆ 文化ホール

【入場料】無料

【主催】大分市観光課

【問】097-537-5717

OASOBI 写真展&HAIRLIVE

開場 17:30 開演18:30 終演21:00

【場所】 1Ｆ 文化ホール

【入場料】 2500円 ※要事前申込

【主催】OASOBI2018事務局

【問】097-540-5857

アイフェスタin大分

開場 10:00 開演10:00 終演16:00

【場所】市民プラザ・ホワイエ・

300・303・304・305・309

【入場料】無料

【主催】大分県眼科医会

【問】097-544-3311（たなか眼科）

県民公開講座 お薬セミナー

開場 9:00 開演10:00終演12:30

【場所】 4Ｆ 400会議室

【入場料】無料

【主催】公益社団法人大分県薬剤師会

【問】097-544-9512（情報室 首藤）

大分市中学校新人大会

バドミントン競技

開場 9:00 開演9:30終演17:00

【場所】５Ｆ 体育室

【入場料】無料

【主催】大分市中学校体育連盟

【問】097-567-1011

大分市中学校新人大会

バドミントン競技

開場 9:00 開演9:30終演17:00

【場所】５Ｆ 体育室

※詳細は、3日と同じ

平成30年度大分県中学校新人柔道大会

開場 9:00 開演10:10終演17:00

【場所】５Ｆ 体育室

※詳細は、13日と同じ

平成30年度大分県中学校新人柔道大会

開場 9:00 開演10:10終演17:00

【場所】５Ｆ 体育室

【入場料】無料

【主催】大分県中学校体育連盟・大分県教育委員会

大分県柔道連盟

【問】080-5213-6732（伊東 洋一）

第9回大分市スポーツフェスタ卓球交流大会

開場 9:00 開演9:30終演18:30

【場所】 5F 体育室

【入場料】無料 ※要事前申込【主催】大

分市スポーツ振興課

【問】090-1195-9616（中村）

おおいたワールドフェスタ2018

開場 9:30 開演10:00終演17:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】無料

【主催】大分市

【問】097-537-5719

第12回大分市児童地図作品展

10/6（土）≫10/8（月・祝）

開場 10:00 閉場17:00

※6日は開場11:00、8日は閉場16:00

【入場料】無料

【主催】大分市小学校教育研究会社会科部会

【問】097-543-2093

第13回チャリティー茶会

開場9:45開演10:00 終演15:00

【場所】 2Ｆ 茶室

【入場料】 1000円

【主催】茶道裏千家さざんかの会

【問】090-7537-2664（烏谷 宗春）

第3回おおいた食と暮らしの祭典

第38回諸流派合同市民茶会

開場 10:00 開演10:00 終演15:00

【場所】4Ｆ 茶室他

【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】090-1878-3295

大友宗麟顕彰・全国カラオケフェスティバル

~おおいた文化の祭典 ~

開場 10:30 開演11:00 終演19:00

【場所】 1Ｆ 文化ホール

【入場料】無料 ※要事前申込

【主催】NPO法人 原川ミュージック楽座

【問】080-3277-1043

全国一斉！法務局休日相談所

開場 10:00 開演10:00 終演16:00

【場所】 3F 303会議室他

【入場料】無料 ※要事前申込

【主催】大分地方法務局（総務課）

【問】097-532-3309

遺言・相続登記に関する講演会

開場 12:30 開演13:00 終演15:00

【場所】 4F 視聴覚室

【入場料】無料 ※要事前申込

【主催】大分地方法務局（総務課）

【問】097-532-3309

ス

第45回大分市小学校理科自由研究作品展

開場 9:00 開演9:00終演17:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】無料

【主催】大分市小学校理科教育研究会

【問】097-534-6359（碩田学園）

第45回大分市小学校理科自由研究作品展

開場 9:00 開演9:00終演17:00

【場所】 3F 多目的ホール

※詳細は、6日と同じ

第45回大分市小学校理科自由研究作品展

開場 9:00 開演9:00終演15:00

【場所】 3F 多目的ホール

※詳細は、6日と同じ


