内
案
ト
イベン
平成 31 年成人式

別府市民フィルハーモニア管弦楽団
2018 市民コンサート

日時

12 月９日（日） 開演 14 時（開場 13 時 30 分）

11 時～受付開始

場所

ビーコンプラザ・フィルハーモニアホール

11 時 30 分～プロローグ（ビデオ上映）

曲目

喜歌劇「天国と地獄」序曲（オッフェンバック作曲）

日時

平成 31 年１月 13 日（日）

富山県に伝わる三つの民謡より「こきりこ」「むぎや」（岩河三郎作曲）ほか

12 時～式典
12 時 30 分～第２部（実行委員会企
画アトラクション）
場所

指揮

後藤龍伸

入場料

一般

合唱

1,000 円、学生（小・中・高） 500 円

チケット取扱所

ビーコンプラザ

市役所４階文化国際課、ビーコンプラザ、トキハ別府店、
トキハ会館３階プレイガイド

フィルハーモニアホール
対象

かりん

混声合唱団 歌輪

平 成 10
（1998）年４月２日～

問

平成 11（1999）
年４月１日

別府市民フィルハーモニア管弦楽団実行委員会事務局 ☎８５－８５０８
市文化国際課

☎２１－１１３１

までの間に生まれた人
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。

第 26 回別府市
わくわく農産品フェア

リサイクル
情報センターの催し

※別府市に住民登録している人には、

◆クリスマスエコ教室

日時

12 月 23 日（日・祝）

※平 成 30 年 12 月２日以降の転入者、

日時

12 月 16 日（日） 10 時～ 12 時

９時 30 分～ 14 時

進学や就職のための転出者で参加希

内容

３Ｒの学習、紙パックで作るク

※小雨決行

望の方は、12 月 25 日（火）までに申

対象

市ホームページにも掲載しています。

※保護者も参加できます。

※当 日会場で、ペットボトルキャッ
プの回収を行います。皆様のご協力
をお願いします。
申・問

市社会教育課 ☎２１－１５８７

場所

リスマスカード（紙すき）など

込手続きをしてください。申込書は

定員

15 人（先着順） 参加費

内容
９時 30 分～農産物・農産加工品等販売

無料

もち

12 月３日（月）～ 14 日（金）

10 時～式典（終了後餅まき大会）

までに下記窓口または電話で申込み。

13 時～お楽しみ抽選会抽選券配布

申込 方法

◆第４回リサイクル品抽選会

＊秋冬野菜や切り花・鉢花、炭酸まん
じゅう、杵つき餅などの大即売会、

粗大ごみ等として出された自転車や家具

◆ウズベキスタン＆中央アジアに
ついて一緒に勉強しませんか
日時

申込期間

12 月３日
（月）～ 14 日
（金）

申込方法

下記の窓口にお越しください。

期間限定の管理釣場

志高湖フィッシング

■抽選会

13 時 30 分～ 15 時 30 分

日時

場所

西部地区公民館（鶴見園町）

※当選者は電話かはがきで通知します。

対象

高校生以上

※自 転車の当選者は防犯協会への登

内容

ウズベキスタンと中央アジアに

12 月 17 日（月）13 時 30 分～

録料 600 円を自己負担。

ついて学びます。
（日本語・英語併用、

※リサイクル品につき保証なし。

通訳あり）

場所・ 申 ・ 問

500 円（学生無料）

期間

12 月１日（土）
～平成 31 年３月中旬（予定）

時間

８時 30 分～ 16 時 50 分

遊漁料
【１日券】大人 2,500 円、

別府市リサイクル情報

センター（消防本部隣り）

※事前申込不要。

中学生以下 1,000 円
【半日券】大人 1,500 円、

☎２５－５３１０

有川 ☎０９０－９４８４－６２１１

（土・日曜日、祝日を除く８時 30 分～ 17 時）

難民写真展＆講演会＠ＡＰＵ

場所 立命館アジア太平洋大学（十文字原）

問

市農林水産課 ☎２１－１１３３

問

※申込みは、市内在住の人に限ります。

12 月９日（日）

参加費

苗木の無料配布、木工教室など

などを、抽選のうえ、無料で差し上げます。

国際理解教室

別府公園文化ゾーン
（市役所西側）

市内の幼稚園児、小学生

中学生以下 500 円
※車やバイクの車両乗入は１台に
つき 200 円。

◆難民写真展 日程 12 月５日（水）～７日（金） 10 時～ 18 時
◆講演会「難民という言葉のない世界を創るー未来共創への飛躍」
日時 12 月７日（金） 13 時～ 15 時 30 分
講師 特定非営利活動法人 WELgee 代表理事 渡部清花さん
問

立命館アジア太平洋大学上原ゼミ 古城 ☎０８０－４２８７－６３２１
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釣り方法
ルアー釣りのみ
対象魚

ニジマス

場所・ 問
志高湖管理事務所
☎２５－３６０１

「べっぷシーサイドバーベキュー」好評につき 12 月 28 日（金）まで期間延長！
予約先 出張ＢＢＱ満福 ☎０８０－２９４９－８７９４ 問合先 市都市整備課 ☎２１－１３８８

