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9月イベント情報 Event Information September

第46回大分県音楽コンクール予選会

開場 9:00 開演9:30 終演20:00

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】 500円

【主催】大分県音楽協会

【問】090-8624-6517（事務局 永見 政子）

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

ス

クラフトフェスタ

※詳しくは、表面をご覧下さい

2F市民ギャラリー

大分市団体ダブルス卓球大会

開場 9:00 開演9:30 終演18:30

【場所】 5Ｆ 体育室

【入場料】無料

【主催】大分市卓球連盟

【問】090-1195-9616（中村）

0歳からの音楽会vol.6パーカッションパーティー

開場 10:15 開演10:30 終演11:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 前売り1,500円 当日2,000円

※小学生以下無料・要事前申込

【主催】Ping Pong Mum

【問】090-5284-1962（河野）

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。

日本習字「あゆみの会」成人部作品展

9/8（土）・9（日）

8日 開場 11:00 閉場 17:00

9日 開場 10:00 閉場 16:00

【入場料】 無料

【主催】日本習字「あゆみの会」

【問】090-8398-5824

西ノ洲会水墨画作品展

9/1（土）≪9/7（金）

開場 10:00 閉場 18:00

※1日開場は11:00から7日終演は17:00まで

【入場料】 無料

【主催】新日鐵住金大分西ノ洲会 水墨画同好会

【問】097-551-7082（代表 鈴木 信孝）

第8回新作能面展

9/22（土）≪9/29（土）

開場 9:00 閉場 17:00

※22日は開場13:00 閉場17:00

29日は開場9:00 閉場16:00

【入場料】 無料

【主催】豊後能面工芸会

【問】097-544-8506（福島 功）

4F子どもギャラリー

大分中央公民館前期教室講座の様子

9/1（土）≪9/21（金）

開場 9:00 閉場 22:00

※1日開場は12:00から、21日終演は16:00

【入場料】 無料

【主催】大分中央公民館

【問】097-538-0100

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日開場は12:00から、12日終演は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

西日本豪雨災害・アイバンク

チャリティーフラメンコ

開場 18:30 開演19:00 終演20:30

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】 前売り2,500円 当日3,000円

※要事前申込

【主催】うっちゃん企画と仲間たち

【問】090-2505-3067

反射材フェア・矢野大和の

「笑って元気に交通安全」

開場 9:30 開演10:00 終演12:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 無料

【主催】（公財）大分県交通安全協会

【問】097-532-0815

（県協会・事務局・須藤）

※同時間中に市民プラザにおいて、JAFによる

「視覚機能診断装置」を展示致します。

名歌手揃いのスペシャルコンサート

開場 18:30 開演19:00 終演21:00

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】 一般3,000円 学生1,000円

※要事前申込

【主催】ふるさと音楽祭2018

【問】080-3411-6499

第5回 大分県中学校演劇発表会

開場 12:40 開演13:25 終演16:30

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】 無料

【主催】大分県中学校文化連盟

【問】090-1978-7714（担当 曽根崎）

ABC吹奏楽団 第5回定期演奏会

開場 17:30 開演18:00 終演20:00

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】前売り300円 当日500円

※小学生以下無料

【主催】ABC吹奏楽団

【問】050-5215-1035（ABC吹奏楽団事務局 ）

みんなで歌おう！「秋のうたごえ喫茶」

開場 13:30 開演14:00 終演16:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 1,000円

※フリードリンク・おやつ付

【主催】大分混声合唱団クールエスポワール

【問】090-7927-4865（森田 久美子）

ペアレントメンター養成研修

開場 9:30 開演10:00 終演12:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 無料

※要事前申込・参加申し込みはECOALの

ホームページをご覧下さい。

http://ecoal.info/

【主催】大分県発達障がい者支援センターECOAL

【問】097-513-1880

すこやか家族博覧会

開場 10:00 開演10:00 終演16:00

【場所】1Ｆ文化ホール / 3F 多目的ホール / 5Ｆ体育室

【入場料】 無料

【主催】すこやか家族博覧会実行委員会

【問】097-537-5515（テレビ大分事業部）

平成30年度 第1回大分県自殺対策講演会

開場 12:30 開演13:00 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・社会福祉法人大分いのちの電話

【問】097-537-2488

大分県フットサルリーグ

開場 9:00 開演9:30 終演21:00

【場所】 5Ｆ 体育室

【入場料】無料

【主催】（一社）大分県サッカー協会フットサル委員会

【問】090-7381-8416（北里）


