イベント案内
大分県農林水産研究指導センター
農業研究部 花きグループ

陸上自衛隊別府駐屯地

花き園芸趣味の講座
日時 11 月 21 日（火）
13 時 30 分～ 15 時
内容 冬に咲く花たちの寄せ植え

※先着 100 人に粗品進呈。
場所

場所・

あす・べっぷ（野口原）

（大字鶴見）
内容

【要事前申込のイベント（無料）】

記念式典、訓練展示、装備品展

示、体験試乗、模擬売店

申込方法

など

◆小学生初級将棋教室（10 時～ 12 時）

駐車場とし、バスによる臨時運行を

対象

小学４～６年生

陸上自衛隊別府駐屯地広報班

定員

☎２２－４３１１（内線２１９）

◆盲目の噺屋ザトーさん落語公演

問

（10 時～ 11 時）

市民ミュージカル

大分県農林水産研究指導センター
花きグループ
☎６６－４７０６

※小雨決行。
雨天の場合は 12 月２日（土）に順延。
場所 スパビーチ
内容

ビーチフィットネス（有料・先着

30 人）、サンセット・ジャズライブ（無料）、
ノルディックポールストレッチ体操（無
料）、リアカーカフェ（有料販売）など
※申込方法など詳細は下記へ。
申・問

定員

「レ・ミゼラブル」公演

日時 11 月 25 日（土）12 時～ 17 時 30 分

講師

八巻節夫さん

入場料 無料

定員

40 人（先着順）

※事前申込不要。

※作品展示、折り紙教室など申込不要

◆「レ・ミゼラブル」コンサート
日時

のイベントもあります。

11 月 18 日（土）、19 日（日）の

申・問

11 時～ 12 時、14 時～ 15 時

市自治振興課男女共同参画
推進室

場所 トキハ別府店（北浜２丁目）
日時

12 月２日（土）
16 時開場

湯けむり
歴史講座（第４回）

16 時 30 分開演

場所 立命館アジア太平洋大学
ミレニアムホール（十文字原）
ミュージカルカンパニー

問

日時

14 時～ 15 時 30 分

（11 時～ 20 時）

日程

場所 日本文理大学（大分市一木）ほか

内容 家庭で不用になった

内容 「アジアの竹の文化と現代の課

陶磁器の食器を、無料で

題」、「竹工芸の再発見と竹の新たな

提供するリユースイベント

可能性」をテーマにした基調講演や

※当日の食器持込みは受け付けません。

最新技術でよみがえる九州の
九州国立博物館文化財課長
河野一隆さん

問

無料

※事前申込不要。

市社会教育課 ☎２１－１５８７

国際理解教室
朝鮮半島について一緒に勉強しませんか（前編）

※事前申込不要。

日本文理大学

問

内容

参加費

講話、発表など
参加費 無料

別府市公会堂（上田の湯町）

講師

11 月４日（土）～６日（月）

日時 11 月 26 日（日） ９時～ 11 時

場所

装飾古墳

アジア竹サミット・大分 2017

リサイクル情報センター

11 月 30 日（木）

森下

☎０９０－２０８３－８２５８

※１人５点までお持ち帰りできます。

☎２１－８２８９

as u b e ppu @ c it y.b e ppu.l g.j p

◆「レ・ミゼラブル」英語公演

発信する！竹の文化

持ちください。

（13 時～ 14 時 30 分）

コンサートとミュージカル上演。

☎０９７－５９３－５００２

※ご み減量のため、マイバッグをお

40 人（先着順）

◆講演「人間の魅力と幸福人生」

市民有志による「レ・ミゼラブル」

大分ライフセービングクラブ

ポーセリアン（陶磁器）マーケット

15 人（先着順）
はなし

別府市大字鶴見７１０－１

海辺の健幸フェスタ
2017 in べっぷ

将棋の基本を知っている

行います。

〒８７４－０８４４

けんこう

11 月 17 日（金）までに電話

かメールで下記へ申込み。

※当 日は別府公園東側駐車場を臨時

へ電話するか、はがきに住所、氏名、
申・ 問

別府市男女共同参画センター

場所 陸上自衛隊別府駐屯地

申込方法 11 月 14 日（火）までに下記
電話番号を記入し郵送（必着）。

11 月 25 日（土） 10 時～ 15 時

※雨天決行（一部の行事変更あり）。

定員 40 人（先着順）
参加費 3,000 円（材料費）

日時

日時 11 月 19 日（日） ８時 30 分～ 15 時

持ち物 手袋、園芸用はさみ、エプロ
ン、作品を持ち帰る袋

2017 あす・べっぷフェスタ

創立 60 周年記念行事

日時

11 月 12 日（日）

島岡研究室

13 時 30 分～ 15 時 30 分

☎０９７－５２４－２６２７

場所

西部地区公民館（鶴見園町）

◆大分の竹芸～ 50 年の歩みと今後の展望～

対象

高校生以上

報センター（消防署隣り）

期間

内容

朝鮮半島について有識者に学び

☎２５－５３１０

※サミット参加者は会場受付で無料券を配布。

場所・ 申 ・ 問

別府市リサイクル情

（
 土・ 日 曜 日、 祝 日 を 除 く ８ 時 30
分～ 17 時）

11 月 19 日（日）まで

場所・ 問

ます。（日本語）

別府市竹細工伝統産業会館

参加費

（東荘園） ☎２３－１０７２

問

市報

500 円（学生無料）※事前申込不要。

有川 ☎０９０－９４８４－６２１１

2017.11
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ダムマニア必見！！

会場マップを配布します

別府市水道 100 周年記念ウォーク

西野 達 in BEPPU

大正６年４月に給水を開始した別府市の水道は、今年 100 周年
を迎えました。それを記念し、普段は立ち入る

たつ イン

ベ ッ プ

「西野 達 i n BEPPU」とは、現代芸術の世界で国際的に
活躍するアーティスト西野達さんを招いて市内で開催する

おとばる

ことができない「水道創設時に建設された乙原

芸術祭です。作品鑑賞のための会場マップを無料で配布し

ダム」と「太平洋戦争後にアメリカ駐留軍の

ます。市内に点在するアート作品を町歩きを楽しみながら

あゆがえり

ために建設された鮎返ダム」を歩いて巡る記念

鑑賞してみませんか。

ウォークを開催します。先人達の知恵や努力を

会期

直接肌で感じてみませんか。

マップ配布場所・時間

日時

11 月 19 日（日） ９時現地集合

「西野 達 in BEPPU」
「ベップ・アート・マンス 2017」
総合インフォメーションセンター（ＪＲ別府駅構内）

（休憩を含み２時間 30 分程度）※小雨決行
集合場所
定員

50 人（先着順）※定員に達し次第締め切ります。

混浴温泉世界実行委員会事務局

問

（NPO 法人 BEPPU

無料（軽食を準備しています）

対象

会期中の 10 時～ 18 時

朝見浄水場（朝見２丁目４００２番地２）

参加費

10 月 28 日（土）～ 12 月 24 日（日）

PROJECT 内） ☎２２－３５６０

歩行に自信のある人はどなたでも

※小学生以下の場合は保護者同伴で参加してください。
※約５km の起伏の激しい山道を歩きます。
申込方法
申・問

11 月１日
（水）
～ 10 日
（金）
までに電話で下記へ申込み。
別府市水道局

管理課

総務係

☎２３－３１０８

16 日（土） 受付（12 時 30 分～）、
入所式（13 時）
17 日（日） 退所式（11 時 45 分）

11 月１日（水）～ 12 月３日（日）

会場

別府市内各所

ＨＰ h t t p : / / w w w . b e p p u a r t m o n t h . c o m

日時

日時

11 月 11 日（土）13 時～ 16 時 30 分

場所

別府市公会堂（上田の湯町）

参加費

内容

26 家族または 70 人（先着順）

費用

１人 1,500 円（食事・活動代など）

＋１家族 1,100 円（門松などの材料費）

（小雨実施）
◎ボート無料開放

申・問

大分県連句協会

受付終了 15 時

南雲

◎ぜんざいサービス

☎０９０－５７４６－１６２３

ス作り、お正月の遊び、お餅つき

11 月 26 日（日）
10 時～

2,000 円

※申込方法など詳しくは下記へ。

定員

◆志高湖お客様感謝デー

連句の祭典

※雨天決行。
ミニ門松作り、クリスマスリー

志高湖の催し

別府市プレイベント

◆手作りを楽しむ冬の親と子のつどい
12 月 16 日（土）～ 17 日（日）

会期

第 33 回国民文化祭・おおいた 2018
第 18 回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会

少年自然の家「おじか」
日時

まちじゅう市民文化祭「ベップ・アート・マンス 2017」

11 時～（先着 300 杯）
◆クリスマスリース教室

別府市アール・ブリュットの芽ばえ展
日時

日時

10 時～ 12 時

９時 30 分～ 22 時（最終日は 15 時まで）

申込方法 11 月４日（土）８時 30 分～

12 月２日（土）

11 月 18 日（土）～ 24 日（金）
定員

20 人（先着順）

12 月２日（土）12 時までに電話かＦ

場所

ゆめタウン別府（楠町）

参加費

ＡＸで下記へ申込み。

内容

障がい者の絵画、工芸、写真、書、

申込方法

場所・申・問

陶芸、川柳、俳句などの作品展示

少年自然の家「おじか」

☎２５－４９５１ FAX ２５－４９６１

問

11 月 19 日（日） 10 時～

場所

南部地区公民館

別府市福祉まつり・市民と消防のつどい
日時

11 月 12 日（日）10 時～ 14 時

場所

別府公園

社会福祉団体などによる模擬店、消防車両の展示、

将棋が指せる人

はしご車試乗体験、ちびっこレンジャー体験、
放水体験、消防車両と綱引き、防火風船の配布など

400 円

申込方法

◆ステージイベント

事前に電話か

餅まき、幼稚園児による鼓笛演奏、

ＦＡＸで下記
へ申込み。
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大分県子ども将棋ネット
有田

23 市報

☎２３－０６７８

2017.11

志高湖管理事務所
☎２５－３６０１

幼・小・中学生の

参加費

申・問

場所・ 申 ・ 問

◆体験・催し物コーナー、うまいものコーナー

（浜脇１丁目）
対象者

電話で下記へ申込み。

市障害福祉課 ☎２１－１４１３

べっぴょん子ども将棋大会
日時

1,500 円（昼食代込）

ダンス演技など
問

社会福祉協議会

☎２６－６０７０

市消防本部予防課

☎２５－１１２５

