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3Ｆマルチスポット

※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。
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休館日

ス
ストレッチ教室開催

15：00～16：00

５階体育フロア 個人利用日

柔剣道場のみ 個人利用日

ABC吹奏楽団第6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）

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）

2Ｆ市民ギャラリー

生きるを伝える写真展 in 大分

11/19（火）～11/24（日）

開場 10:00 閉場 18:00

【入場料】無料

【主催】生きるを伝える写真展 in 大分実行委員会

【問】090-6236-3745

抽象と具象のあいだ－カンバル絵画展

11/9（土）≫29（金）

開場 9:00 閉場 22:00

【入場料】無料

【主催】カンバルヨネ

【問】097-538-3700（コンパルホール）

手編み作品展

11/26（火）≫28（木）

開場 10:00 閉場 16:00

※但し、26日は11：30から、28日は15：00まで

【入場料】無料

【主催】前田朝子

【問】097-551-2976

コンパルホール

ゴスペルコンサート 9ｔｈ

※詳細は表面をご覧ください。

柔剣道場のみ 個人利用日 ス

大分市子育て支援・

児童虐待防止啓発講演会

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】大分市要保護児童対策地域協議会

【問】097-527-2140

（東部子ども家庭支援センター）

翼の会ピアノ発表会

開場13:20 開演13:45 終演16:30

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】無料

【主催】伊勢戸美智子

【問】097-521-3505

第28回大正琴豊の会発表会

開場9:10 開演10:00 終演15:00

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】無料

【主催】大正琴豊の会

【問】097-556-3702（朝倉 三重子）

第1回大分市青少年「夢ふれあい」交流集会・

大分市社会教育振興大会

開場12:30 開演13:30 終演16:30

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】無料

【主催】大分市教育委員会・

大分市社会教育関係団体連絡協議会

【問】097-537-7039

コール・レティッヒ第59回定期演奏会

開場13:30 開演14:00 終演16:00

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】一般500円（高校生以下無料）

【主催】大分大学混声合唱団コール・レティッヒ

【問】070-5817-5867（中村）

磯崎新展開催記念講演会

「大分という地霊（ゲニウス・ロキ）について」

開場18:30 開演19:00 終演21:00

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】無料 ※要事前申込

【主催】大分市美術館

【問】097-554-5800

春風亭正朝落語独演会

開場 18:00 開演18:30 終演20:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】前売り2000円 当日2500円

【主催】「正朝落語」を楽しむ会

【問】090-4352-8080（岩切 義和）

地域まちづくりビジョンシンポジウム

開場 13:00 開演13:30 終演15:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】無料 ※要事前申込

【主催】大分市

【問】097-537-5603

第11回大分おやじ座談会

開場 13:00 開演13:30 終演17:00

【場所】 3F 多目的ホール、他会議室

【入場料】無料

【主催】おおいたおやじネットワーク

大分おやじ座談会実行委員会

【問】097-574-5258（事務局 山下）

第40回ＥＳＴ創発セミナーin 大分[九州]

「モビリティが創るヘルシーでエコな生活」

開場13:00 開演13:30 終演16:55

【場所】 1Ｆ文化ホール

【入場料】無料 ※要事前申込

【主催】EST普及推進委員会

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団

国土交通省九州運輸局、大分市

【問】03-3221-7636

（公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団）

オオイタエイドチャリティーコンサート

開場13:30 開演14:00 終演17:30

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】 1000円 ※要事前申込

【主催】Oita Aid チャリティーコンサート

【問】090-9576-9150（田嶋 和清）

※入場料はチャリティー募金へ

読書週間事業文化講演会

「どうぶつと共に生きる」

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

【主催】大分市民図書館

【問】097-576-8242

スマナサーラ長老大分講演会

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

※午後の修行体験は要事前申込

【主催】明西寺

【問】097-569-6017

第22回大分ハーモニカコンサート

開場 12:00 開演12:30 終演15:00

【場所】 3F 多目的ホール

【入場料】無料

【主催】大分ハーモニカ同好会

【問】097-521-6101

2020全日本フットサル選手権大分県大会

開場18:00 開演19:30 終演21:30

【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）

SOMECITYOITA2019-2020 #2

開場 13:30 開演14:00 終演18:00

【場所】 5F 体育室

【入場料】Ｓ席2500円、Ａ席2000円

立見一般1500円、学生500円

※要事前申込

【主催】SOMECITYOITA運営事務局

【問】080-3180-5534

大分市ダブルス団体卓球大会

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 和好）

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

【主催】大分市・大分市卓球連盟

【問】090-1195-9616（中村 和好）

第36回日本皿まわし全国大会

開場9:30 開演10:30 終演16:00

【場所】 4Ｆ 集会室

【入場料】無料

【主催】日本皿まわし協会

【問】097-536-1652

コンパルギタークラブ秋のコンサート

開場13:30 開演14:00 終演16:00

【場所】 3Ｆ 300会議室

【入場料】無料

【主催】コンパルギタークラブ

【問】070-5497-8531（竹内）


