※

マークの事業は障がい者アート事業にも該当

分野別事業

ぞろ

大分市やま揃え～後世につなぐ文化の架け橋～

長唄・三味線演奏会

太鼓の祭典

無料

市内にある100 台余りの山車を一堂
に集め披露。豪華な彫刻や鮮やか
な彩色を持つ個性豊かな山車を紹
介、古き良き山車文化を発信します。

問：大分市山車文化振興保存会 TEL.070-7586-0674
オオイタ

グローバル

披露
長唄の名曲短生
APU や芸文 注目
も
とのコラボに

問：大分県長唄連盟 TEL.537-1765

ステーション

西洋音楽 く
響
祥
発 の地で魅力
の
マンドリン

わ

無料

わ

輪い笑いフェスタ！大分市福祉のつどい

11月3日㈯午前10時～午後３時
大分いこいの道
11月6日㈫午後１時～３時30分
J:COM ホルトホール大分 大ホール

11月11日㈰午前10時30分～午後3時
天面山（竹中）

大 友・四国連合軍が島津軍と戦っ
た「戸次 川の合戦」を甲冑劇や鉄
砲隊の演武で再現。地域の歴史と
魅力を発信します。

問：大野川合戦まつり実行委員会（大南支所 内） TEL.597-1264

！
太鼓演奏
迫力ある和 リン演奏！
オ
華麗なバイ

障がいのある人とない人との触れ合
いを通し、相互理 解を深めるため
開催。障がい者による歌や踊りのス
テージなどを実施します。

問：輪い笑いフェスタ!大分市福祉のつどい実行委員会 TEL.546-4221

無料

たきぎのう

撮影：政川 慎治

現代
伝統芸能と流派を
！
アートが融合能公演
薪
た
え
超

中心市街地の活性化と回遊性を図
るため実施。華麗なYOSAKOI の舞
けんらん

や ま

いや絢爛豪華な山車など、大分の
多彩な魅力に出会えます。

問：大分市中央通り歩行者天国推進委員会 TEL.573-7377

市報おおいた H30.９.１

の半生を
大友宗麟 楽器の
、和
歌やダンス お届け
生演奏で

無料 ※入場券配布：9月1日㈯～

無料

10月20日㈯
お茶会 午後１時30分～４時30分
薪能 午後４時30分～８時30分
大分いこいの道 特設能舞台

かん ぜ そう け

全国吟詠剣詩舞道祭

10月13日㈯午前10時～午後6時
14日㈰午前10時～午後4時
大分駅府内中央口広場

まんさい

観世宗家と狂言方和泉流・野村萬斎
出演、流派を超えた能楽公演。立体
造形の老松と伝統芸能による世界初
のコラボレーションをお届けします。

問：豊後ノ國 府内薪能 実行委員会（平和市民公園能楽堂 内） TEL.551-5511

大友宗麟公
列や
甲冑武者行
験を
体
者
戦国武 ください
お楽しみ

大友宗麟の功績とその時代の文化
を紹介。伝統芸能の披露や郷土料
理の提 供により、郷土の英傑と南
蛮文化を全国に発信します。

問：宗麟公まつり実行委員会（観光課 内） TEL.537-5717

よいやかがり火
無料

無料

10月21日㈰
午前10時～午後4時30分
J:COM ホルトホール大分 大ホール

ベルの
全国トップレ 特別な
など
吟剣詩舞 を披露
ステージ

豊後が生んだ武将・大友宗麟の半
生を描いた小説「宗麟の海」を原
作としたミュージカル。公募で集まっ
た市民が中心となり創り上げます。

宗麟公まつり

豊後ノ國 府内薪能

11月3日㈯
正午～午後5時（交通規制時間）
中央通り

トが
インストリー
大分市のメ 天」 に！
「ホコ

10月7日㈰・8日㈪
午後2時～4時30分
J:COM ホルトホール大分 大ホール

問：J:COM ホルトホール大分 TEL.576-8877

ぎんえいけん し

第８回大分市中央通り歩行者天国
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全国から集まった約 250 組のミュー
ジシャンが 30カ所以上のストリート
ステージで、さまざまなジャンルの
演奏を繰り広げます。

ちなかが
大分市のま ふれる
音楽であ ！‼
２日間！

：10月１日㈪～
無料 ※整理券配布（６日分のみ）

11月9日㈮午後3時～8時
10日㈯午前10時～午後9時
大野川大南大橋周辺河川敷（中戸次）

大学生・一般：1,500円 4歳～高校生：500円
（当日券は+500円）

市内中心市街地商店街、大分駅周辺、
若草公園、ふないアクアパーク など

問：おおいた夢色音楽祭実行委員会 TEL.513-4280

問：大分県マンドリン連盟 TEL.090-1344-5497

第14回大野川合戦まつり

りのある
合戦にゆか 行事で
市との交流 げます
上
会場を盛り

国内トップレベルのマンドリンオー
ケストラや、ポルトガルギターとマ
ンドリンのデュオ「マリオネット」
他が出演します。

大友氏が最盛期を迎えた戦国期や
近世府内城の歴史・文化を体験で
きるイベントなどを実施します。

豊後FUNAIミュージカル 宗麟の海

10月20日㈯午前11時20分～午後8時
21日㈰正午～午後8時

10月28日㈰午後2時～4時30分
J:COM ホルトホール大分 大ホール

世界 のグルメにステージ、ワーク
ショップなど盛りだくさん！世界各国
の学生たちが、大分駅から国際色豊
かな「OITA」の魅力を発信します。

800 年の
豊後府内 こに！
歴史がこ

無料

無料

11月4日㈰
午前11時～午後５時30分
大分駅府内中央口広場

10月6日㈯～11月25日㈰
コンパルホール、大友氏館跡、
大分市歴史資料館 など

問：文化財課 TEL.537-5639

第11回おおいた夢色音楽祭2018

無料

問：文化国際課 国際化推進室 TEL.537-5719

全国で活躍する和太鼓団体の勇壮
かつ躍動感あるステージ。障がい
者のチームも出演し、勇気と感動を
分かち合います。

まった
全国から集 壮な
勇
３２団体の 響演
和太鼓の

問：（公財）日本太鼓財団大分県支部 TEL.090-4580-4691

マンドリンの祭典

Oita Global Station

ょくれ！！
みんな来ち かんでん！！
でん
世界のなん

日本の伝統芸能歌舞伎音楽の代表
曲 長唄の演奏会。一流の演奏家に
よる演奏や未来へつむぐ若者達の
長唄などを披露します。

無料

10月14日㈰
午前10時～午後5時30分
J:COM ホルトホール大分 大ホール

10月21日㈰午後1時～4時30分
iichiko総合文化センター
音の泉ホール

や ま

囃子、
心弾む祭り 車文化が
山
受け継がれる 結！
ここに集

無料

1,500円

11月3日㈯午後１時～８時
中央通り、大分城址公園

ばやし

おおいた府内 歴史絵巻800年

参加団体を募集して全国大会を開
催。和と洋のコラボレーションによる
特別なステージなどを披露します。

問：大分市国民文化祭・障害者芸術文化祭推進局 TEL.578-7541

10月13日㈯午前10時～午後9時
帆足本家酒造蔵周辺、
戸次本町通り など

の世界展や
帆足杏雨 と高校生の
フ
フレンチシェ 画に注目
企
ボ
ラ
コ

竹ひご灯篭に火をともし戸次川の合
戦の戦没者慰霊を実施。旧家にお
ける南画家帆足杏雨の作品展や無
声映画、甲冑体験も行います。

問：戸次本町街づくり推進協議会（大南支所 内） TEL.597-1000

市報おおいた H30.９.１
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