まちなか イベント インフォメーション

コンパルホール

アートプラザ

⃝理科自由研究作品展
６日㈯・７日㈰
８日㈪

⃝諸流いけばな展

午前９時～午後５時

午前９時～午後３時

６日㈯

午前10時～午後６時

７日㈰

午前10時～午後４時

⃝第12回大分市児童地図作品展
午前11時～午後５時

７日㈰

午前10時～午後５時

８日㈪

午前10時～午後４時

ふないアクアパーク

午前10時～午後５時

⃝ふないキッズカフェ

⃝おおいた協働ものづくり展2018
13日㈯

午前10時～午後５時

14日㈰

午前10時～午後４時

子どもたちが気軽に遊べる憩いのスペース。

ハニカムカフェ

介のほか、キラキラ万華鏡や一輪挿し、ミニカーレース

（大分合同新聞社ハニカムプラザ１階）

などの工作科学体験コーナーを設置。

お と な ば ー

⃝第38回諸流派合同市民茶会

⃝FUNAI大人場ー

午前10時～午後３時

５日㈮～６日㈯

県産酒を主に味わうことができるイベント。

大分駅府内中央口広場
⃝郷土の英傑「大友宗麟」と

その時代の文化を紹介する
第６回

宗麟公まつり

問 宗麟公まつり実行委員会事務局（観光課内） ☎537-5717

ステージイベント
13 日㈯

14 日㈰

・オープニング 午前 11 時～

・オープニング 午前 11 時～

・豊 後大友宗麟鉄砲隊＆七色こん

・ポ
 ルトガル民族歌謡「ファド」の演奏

ぺいとう

午前 11 時 30 分～

午前 11 時 15 分～

・大友宗麟公甲冑武者行列〈出陣式〉
午後 1 時～
・子ども神楽 午後 2 時～
・大友宗麟公甲冑武者行列〈着陣式〉
午後 3 時～
戦国体験ブース
・九 州戦国チャンバラ「決戦！豊後
府内の陣」

・マ
 ンドリンとポルトガルギターの演奏
午前 11 時 45 分～

13 日㈯ 午後 2 時～
・戦国武者体験・戦国大茶会

・子ども神楽、鷹匠

13 日㈯ 午前 10 時～午後 6 時

午後 0 時 45 分～

14 日㈰ 午前 10 時～午後 4 時

・大友歴史保存会演劇＆甚句
午後 3 時～

大
 分城址公園、若草公園、ふないアクアパーク３会場のスタンプ
を集めると、抽選ですてきなプレゼントを差し上げます。応募用
紙はスタンプラリー各会場に準備しています。

射
 的ゲーム、手裏剣ゲーム、甲冑試
着体験（大人・子ども）
、火縄銃・

・御嶽神楽 午後 4 時 30 分～

会場めぐりスタンプラリー

⃝植木造園展
庭
 園・庭木・花苗などの展示即売に加え、
イングリッシュガーデンを設置。
苗木の無料配布
 日㈮の開会式〈午前９時 30 分開始予定〉
５
終了後
⃝第 61 回大分市工業展
工
 業製品の展示販売など。

音楽イベントなども開催。

市 内の企業や大学、工業系高校などによる技術の発表紹

14日㈰

午前10時～午後５時

現在甲冑展示など

※各会場には駐車場を用意していませんので、公共交通機関を
ご利用ください。なお、大分城址公園来場者については、
土・日曜日、祝日に限り市役所来庁者用駐車場（60台）が利用
できます。

⃝ガーデンカフェ
⃝ふれあい元気広場
障
 がい者の自立と社会参加に向けた取り組
みなどを紹介。

10月

⃝雨水貯留施設 PR コーナー
⃝野津原地区物産展
⃝錦鯉・金魚・メダカ展示即売会
⃝帯広市の観光と物産展
５日㈮～ 11 日㈭
⃝ひろえば街が好きになる運動
６日㈯・７日㈰
⃝暮らしを守る防災展
６
 日㈯・８日㈪・13 日㈯・14 日㈰
午前 10 時～午後４時 30 分
⃝錦鯉品評会
６
 日㈯
午前 10 時～午後３時
⃝大分建労大分支部主催
住宅デー
７日㈰
午前 10 時～午後４時
⃝愛媛県内子町 PR ブース 13 日㈯
⃝愛媛県伊方町 PR ブース 14 日㈰

5日
㈮

ガレリア竹町ドーム広場
⃝大分中央地区地域安全運動街頭キャンペーン
７日㈰ 午後１時～３時
⃝ふれあい元気広場
８
 日㈪ 午前 10 時～午後５時
⃝土砂災害防止に関する展示会
８
 日㈪ 午前 10 時～午後５時
⃝地震・災害から命を守る耐震診断と建築相談
８
 日㈪ 午前 10 時～午後３時
⃝第 41 回みんなの消費生活展
1
 3 日㈯ 午前 10 時～午後４時
14 日㈰ 午前 10 時～午後３時

若草公園

⃝みんなで考えよう！ごみ減量・リサイクル
13 日㈯ 午前 10 時～午後４時
14 日㈰ 午前 10 時～午後３時
３ きり運動（使いきり・食べきり・水きり）
紹介や分別クイズ、かえっこバザールなどを
実施。
⃝計量展
1
 3 日㈯ 午前 10 時～午後４時
14 日㈰ 午前 10 時～午後３時
⃝一日まちの保健室
1
 3 日㈯・14 日㈰ 午前 10 時～午後３時

大分の「食」や「暮らし」の豊かさを紹介する多彩なイベントがいっぱい。
皆さん、おそろいでお出掛けください。

６日㈯

大分城址公園

14日
㈰

3

第 回

午前10時～午後５時

⃝青空マーケット
県
 内の雑貨・カフェ・パン・
菓子などの人気店舗が大集合。
⃝市
 町村なかよしマーケット
（市町村連携ブース）
県
 内市町村による食や観光
PR コーナー。
⃝国
 選択無形民俗文化財「鶴崎踊」の披露
６日㈯ 午前 11 時～ 11 時 30 分

⃝宗
 麟公まつり・ポルトガルワインフェスティバル
5
 日㈮・６日㈯・12 日㈮・13 日㈯
午前 10 時～午後９時
７日㈰・14 日㈰ 午前 10 時～午後５時
 ルトガルワインと南蛮料理を集めたイベント。
ポ

問 おおいた食と暮らしの祭典実行委員会事務局（商工労政課内） ☎585-6011

※イベント内容など、変更になる場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
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