3月イベント情報
日

3

月

Event Information March

ス

※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。

火

水

木

ストレッチ教室開催
15：00～16：00

金

1

「コンパル博覧会 2019春」

土

2

※詳しくは、裏面をご覧下さい

「コンパル博覧会 2019春」

「コンパル博覧会 2019春」

※詳しくは、裏面をご覧下さい

※詳しくは、裏面をご覧下さい

第21回大分中央地区ふれあいまつり
A ステージ発表：開場9:00 開演9:20 終演12:00
B 模擬店・フリマ： 開場9:30 終了13:00
【場所】A： 1Ｆ文化ホール B：市民プラザ
【入場料】無料

4

防災講演会
開場13:00 開演13:30 終演15:00

【主催】大分中央地区ふるさとづくり運動推進協議会

【場所】 1Ｆ文化ホール

【問】097-538-0100（事務局 大分中央公民館）

【入場料】無料

5

【主催】大分市防災協会

10

6

7

8

9

【問】097-532-3199（大分市消防局予防課）

「コンパルホール BOSAI訓練DAY」
※詳しくは、裏面をご覧下さい
カワイこどもおんがくかい
開場10:20 開演11:00 終演13:00
【場所】 1Ｆ文化ホール 【入場料】無料
【主催】カワイ音楽教室 【問】097-534-7009

カワイコンクール 受賞者記念コンサート
開場14:30 開演15:00 終演16:30

ACC CM入賞作品 大分地区発表会

市民検診、結核・肺がん検診等

開場12:30 開演13:00 終演15:30
【場所】 1Ｆ文化ホール

開場 9:30 開演9:30 終演11:00
【場所】 F 柔剣道場

【入場料】無料

【入場料】 無料 ※一部自己負担必要な検診有

【主催】（一社） ACC/大分放送/テレビ大分

【主催】大分市保健所 健康課

11

12

13

エフエム大分/大分朝日放送

ス

５階体育フロア 個人利用日

【問】097-536-2562

14

【問】097-558-1111（大分放送）

15

16

【場所】 1Ｆ文化ホール 【入場料】500円

大分市民のこころといのちを守る自殺対策講演会

休館日

【主催】カワイ音楽教室 【問】097-534-7009

マイナビ看護学生就職セミナー大分会場
開場 11:30 開演13:00 終演17:00

開場 12:45 開演13:15 終演16:00
【場所】 3F 多目的ホール
【入場料】 無料 ※要事前申込

【場所】 3F 多目的ホール

【主催】大分市保健所 保健予防課

【入場料】 無料

ス

５階体育フロア 個人利用日

【主催】㈱マイナビ
【問】092-418-3801

17

第15回JCVA市民公開講座
開場13:30 開演14:00 終演16:00
【場所】 1Ｆ文化ホール
【入場料】無料

※要事前申込

18

19

20

「もっと知りたい！食育人材バンク」円卓会議

21

受付 13:00 開演13:30 終演15:30
【場所】 3F 多目的ホール

【場所】 3F 多目的ホール

【問】080-9602-7558

【入場料】 無料 ※要事前申込

【入場料】 無料

【主催】大分県

【主催】大分県中小企業家同好会

【問】097-506-3056

【問】097-545-0755

篠原・橋本ピアノ教室 スプリングコンサート
開場13:45 開演14:00 終演16:30
【場所】 3F 多目的ホール

開場12:30 開演13:00 終演15:00予定

開場13:00 開演13:00 終演17:00

【主催】認定NPO法人 日本心血管協会

【問】080-1767-6931

第31回広域圏中学校卓球大会

【入場料】前売り3500円 当日4000円
【主催】はっぴー♨ほりでぃず
【問】080-6788-7923

【備考】アレンジ郷土料理などの試食あり

５階体育フロア 個人利用日

25

26

開場9:00 開演9:30 終演18:00

24

市民検診、結核・肺がん検診等

27

23

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】 無料
【主催】篠原 実紀・橋本 千佳

22

オペラ「魔弾の射手」

2020合同企業説明会

【問】097-536-2852

ス

28

29

開場 9:30 開演9:30 終演11:00

【場所】 5F 体育室

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 無料 ※要事前申込

※詳細は、4日と同じ

30
第16回全国スポーツ少年団
バレーボール交流大会
開場9:00 開演9:00 終演18:00

第16回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会

【主催】広域圏中学校卓球大会実行委員会

【場所】 5F 体育室

開場9:00 開演9:00 終演18:00

【問】097-543-2623（南大分中学校）

【入場料】 無料

※詳細は、29日と同じ

【主催】（公財）大分県体育協会
大分県スポーツ少年団

大分市シニア校区・地区対抗卓球大会

【問】097-504-0888

開場9:00 開演9:30 終演20:00
【場所】 5F 体育室
【入場料】 無料 ※要事前申込
【主催】大分市
【問】097-537-5979
（大分市企画部スポーツ振興課）

31

大分県フットサルリーグ入替戦
開場9:00 開演10:30 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）

3Ｆ マルチスポット

2Ｆ 市民ギャラリー
第21回大分中央地区ふれあいまつり作品展示
・一般

写実色えんぴつ画展
3/8（金）≫10（日）

3/2（土）、3（日） 開場 9:30

閉場 16:30

開場 11:00

閉場 16:00 ※10日は、15:00まで

第21回大分中央地区ふれあいまつり作品展示

4Ｆ 子どもギャラリー
ヒッポファミリークラブ国際交流写真展

第21回大分中央地区ふれあいまつり作品展示

3/13（水）≫26（火）

3/14（木）≫3/25（月）

・子ども
3/2（土）≫5（火）、3/6（水）≫3/10（日）

開場 9:00

※13日は13：00から・26日は12時まで

3/2（土）≫5（火）、3/6（水）≫3/10（日）

開場 9:00 閉場 22:00

【入場料】 無料

【入場料】 無料

開場 9:00

【入場料】 無料

開場 9:00

【主催】大分中央地区ふるさとづくり

【主催】M

【主催】大分中央地区ふるさとづくり

【主催】ヒッポファミリークラブ大分

【主催】大分中央地区ふるさとづくり

運動推進協議会
【問】097-538-0100（事務局 大分中央公民館）

【問】097-538-3700（コンパルホール）

税に関する書写・絵はがき入賞作品展

・子ども
閉場 22:00 【入場料】 無料

運動推進協議会
【問】097-538-0100（事務局 大分中央公民館）

【問】090-5029-7684（板井）

閉場 22:00 【入場料】 無料

運動推進協議会
【問】097-538-0100（事務局 大分中央公民館）

閉場 22:00

【入場料】 無料
【主催】公益財団法人 大分法人会
【問】097-532-8917

