内
案
ト
イベン
平成 29 年成人式
日時

平成 29 年１月８日（日）

12 時～受付開始、12 時 30 分～プ
ロローグ、13 時～式典（式典終了後
実行委員会（新成人）によるアトラクション）
場所

ビーコンプラザ・
コンベンションホール

対象

平成８（1996）年４月２日～平成９

（1997）年４月１日までの間に生まれた人。

別府市民フィルハーモニア管弦楽団 市民コンサート 2016
Merry Christmas! 音楽の贈り物届けます

12 月４日（日） 開場 13 時 30 分 開演 14 時
ビーコンプラザ・フィルハーモニアホール
フンパーディンク作曲 「ヘンゼルとグレーテル 前奏曲」
ビゼー作曲 「アルルの女 第１・第２組曲より」ほか
かりん
指揮 後藤龍伸
ソプラノ 本田ゆりこ
合唱 混声合唱団 歌輪
入場料 一般 1,000 円、学生（小・中・高） 500 円
チケット取扱所 市役所４階文化国際課、トキハ別府店、
トキハ会館３階プレイガイド、ヱトウ南海堂、ビーコンプラザ
問 別府市民フィルハーモニア管弦楽団実行委員会事務局
日時
場所
曲目

♪

☎２６－７２８８

※別府市に住民登録している人には、

市文化国際課

☎２１－１１３１

12 月上旬に案内状を郵送しますので、
成人式当日に必ずお持ちください。

市生涯学習課主催講座

※平成 28 年 12 月２日以降の転入者、進学や就
職のための転出者で参加希望の方は、12 月
26 日（月）までに申込手続きをしてください。
申・問

◆子育て満開！家族万歳！

日時

９時 30 分～ 14 時 30 分

３男２女の５人の子どもを出産し、育

場所

別府公園文化ゾーン（市役所西側）

日本語でつうじるけん！を広めよう

児と仕事を両立する「ママウンサー」と

内容

９時 30 分～

多文化共生フォーラム

して活躍中の岡本安代さんの講演会です。

◆やさしい日本語ワークショップ
日時

12 月 17 日（土） 14 時～ 17 時

場所

市役所１階レセプションホール

内容

災害時を中心に外国人に伝わりや

すい日本語とはどんなものかを学ぶ
帝塚山大学教授

参加費

無料

森篤嗣さん

※事前申込不要

日時

農産物・農産加工品等販売

12 月 13 日（火）

10 時～

10 時～ 12 時
場所

（参加無料、小学生以下対象）

（上田の湯町）
参加費

13 時 30 分～

無料

お楽しみ抽選会抽選券配布

※託児あり。12 月９日
（金）
までに要予約。
予約・ 問

＊秋冬野菜や切り花・鉢花、豊後だん

市生涯学習課 ☎２１－１５８７

ご汁、杵つき餅などの大即売会、
苗木の無料配布、木工教室など

おおいたうつくし感謝祭
国際理解教室

日時

12 月 10 日（土） 11 時～

◆インドネシアのこと一緒に勉強しませんか

場所

ビーコンプラザ

日時

12 月 11 日（日） 13 時 30 分～

内容

北野大さんの講演、阿部清人さんの

場所

西部地区公民館（鶴見園町）

内容

インドネシア出身のＡＰＵ生

講師に学ぶ（日・英語併用、通訳あり）
参加費

500 円

サイエンスショー、グルメコーナーなど
参加費

無料

県うつくし作戦推進課

問

志高湖フィッシング再開
期間

内容

別府大学メディアホール

☎６７－０１０１（内線３２２）

23 市報

2016.12

（石垣東 10 丁目）
前売 5,000 円、当日 6,000 円
（飲食代込）
対象

昭和 51 年度生まれで、別府市内・
日出町内の小中高校で過ごした人

※前売りチケット取扱店など、詳しく

地域力を方言から探るシンポジウム

場所・ 問

ホテルサンバリーアネックス

８時 30 分～ 17 時

遊漁料

※事前申込不要

17 時～（受付 16 時～）
場所

参加予定人数 300 人

時間

無料

平成 29 年１月２日（月・休）

～平成 29 年３月中旬（予定）

12 月 10 日（土） 13 時～ 15 時

参加費

日時

12 月１日（木）

「方言」が拓く地域力
日時

２回目の成人式

会費

☎０９０－９４８４－６２１１

ひら

生誕 40 周年の祝い

☎０９７－５０６－３０２４

※事前申込不要

別府大学公開講座

市農林水産課 ☎２１－１１３３

問

※粗品をプレゼント

別府国際理解サークル「リベルダージ」

問

もち

式典（終了後餅まき大会）

ちびっこゲーム大会

別府市公会堂

市文化国際課 ☎２１－１１３１

問

12 月 23 日（金・祝） ※小雨決行

みんなちがってみんないい！

市生涯学習課 ☎２１－１５８７

講師

第 24 回別府市
わくわく農産品フェア

岡本安代講演会

４時間

1,500 円～

釣り方法 ルアー釣りのみ 対象魚 ニジマス
場所・ 問

はホームページをご覧ください。
問

２回目の成人式実行委員会事務局

志高湖管理事務所

実行委員長 村上太陽

☎２５－３６０１

☎０８０－３２４２－２１９７

