内
案
ト
イベン
平成 30 年１月７日（日）

粗大ごみとして出された自転車や家具

10 時 30 分～受付開始、11 時～プ

などを、抽選のうえ、無料で差し上げます。

ロローグ（ビデオ上映）、11 時 30

申込期間

日時

分～式典、12 時～第２部（実行委

（土・日曜日を除く８時 30 分～ 17 時）

内容

９時 30 分～

下記の窓口にお越しください。

フィルハーモニアホール

◆ 抽選会

平成９（1997）年４月２日～平成 10

日時

※別府市に住民登録している人には、
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。
※平 成 29 年 12 月 ２ 日 以 降 の 転 入 者、

９時 30 分～ 14 時 30 分
別府公園文化ゾーン（市役所西側）

※申込みは、市内在住の人に限ります。

（1998）年４月１日までの間に生まれた人

12 月 23 日（土・祝） ※小雨決行

場所

ビーコンプラザ

対象

日時

12 月４日
（月）～ 15 日
（金）

申込方法

員会企画アトラクション）
場所

第 25 回別府市
わくわく農産品フェア

第４回
リサイクル品抽選会

平成 30 年成人式

農産物・農産加工品等販売
10 時～

ちびっこゲーム大会

12 月 18 日（月）13 時 30 分～

（参加無料、小学生以下対象）

※当選者は電話かはがきで通知します。

13 時 30 分～

※自 転車の当選者は防犯協会への登
録料 600 円を自己負担。

お楽しみ抽選会抽選券配布
＊秋冬野菜や切り花・鉢花、炭酸まん

※リサイクル品につき保証なし。

じゅう、杵つき餅などの大即売会、

場所・申 ・ 問

苗木の無料配布、木工教室など

別府市リサイクル情報

進学や就職のための転出者で参加希

センター（消防本部隣り）

望の方は、12 月 25 日（月）までに申

☎２５－５３１０

市農林水産課 ☎２１－１１３３

問

込手続きをしてください。申込書は

生誕 40 周年の祝い

市ホームページにも掲載しています。
期間

12 月１日（金）

市社会教育課 ☎２１－１５８７

日時

平成 30 年１月２日（火）

～平成 30 年３月中旬（予定）

す。皆様のご協力をお願いします。
申・問

２回目の成人式

志高湖フィッシング再開

※当日会場で、実行委員会によるペッ
トボトルキャップの回収を行いま

もち

式典（終了後餅まき大会）

時間

８時 30 分～ 16 時 50 分

16 時～（受付 15 時～）
場所

遊漁料

ホテルサンバリーアネックス
（石垣東 10 丁目）

湯けむり歴史講座（第５回）

【１日券】大人 2,500 円、

日時

12 月 21 日（木） 14 時～

【半日券】大人 1,500 円、

場所

別府市公会堂（上田の湯町）

              中学生以下 500 円

内容

西南戦争と登場人物たち

※車両乗り入れは１台につき 200 円

参加予定人数 300 人

講師

日本考古学協会会員

釣り方法

※前売りチケット取扱店など、詳し

高橋信武さん

対象魚

参加費
問

無料

場所・ 問

※事前申込不要。

会費

              中学生以下 1,000 円

ルアー釣りのみ
ニジマス

（飲食代込）
対象

昭和 52 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

くはホームページをご覧ください。

志高湖管理事務所

２回目の成人式実行委員会事務局

問

☎２５－３６０１

市社会教育課 ☎２１－１５８７

前売 5,000 円、当日 6,000 円

☎０８０－３９９４－５２５３

開設 67 周年記念別府競輪ＧⅢ

別府八湯ゆけむりカップ
問

国際理解教室

12 月２日
（土）
～５日
（火）

市公営競技事務所

☎６７－５５７８

３分間のリアル。男達の全力の走りを体感しよう。
（10 時 45 分 第１レース発走！）
競輪レジェンドトークショー＆スピーチーズライブもあるよ。（２日（土）
・３日（日））
別府競輪オリジナルグッズの販売ブースやクレープ・ピザの移動販売車
パン祭りも開催します。詳しくはホームページをご覧ください。

冬でもアツくなれ！エンタメステージ！！ 入場無料
ウルトラマンガイア（３日（日）） 別府競輪の女達トークショー（２日（土）
・３日（日））

お子さまたちは「ふれあいルーム＆芝生広場」に集合！ 入場無料

◆朝鮮半島について一緒に
勉強しませんか（後編）
日時

12 月３日（日）
13 時 30 分～ 15 時 30 分

場所

西部地区公民館（鶴見園町）

対象

高校生以上

内容

朝鮮半島について韓国出身留学
生に学びます。（日本語）

クラフトタイル教室やふわふわ遊具を楽しもう。（２日（土）・３日（日））
※天候などによりイベントの内容などを予告なく変更する場合があります。
※当日は渋滞や混雑が予想されます。最寄りの公共交通機関をご利用ください。
※未成年者は車券の購入、または譲り受けることはできません。
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参加費

500 円（学生無料）

※事前申込不要
問

有川 ☎０９０－９４８４－６２１１

