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 布ぞうり作り体験講座

日時　７月 11 日（木）　13 時 30 分～ 16 時

定員　10 人（多数の場合は抽選のう

　　　え当選者に連絡）

申込方法　7 月 1 日（月）～３日（水）

　８時 30 分～ 17 時に電話または下

　記窓口に申込み。

場所・申・問　別府市リサイクル情

報センター（市消防本部隣）

　☎２５－５３１０

 ビーコンプラザ
　１日天文科学館
日時　８月４日（日）　

　　　17 時 30 分～ 20 時 30 分

場所　ビーコンプラザ（少雨決行）

対象　小学４年生～６年生と保護者

　※子どものみ、大人のみの参加不可

定員　20 組（先着順）

参加費　2,500 円（材料費）

申込方法　７月８日（月）９時受付開始

下記へ電話またはＦＡＸ（学校名、

学年、児童氏名、保護者氏名、住所、

電話番号を明記）で申込み。

※観測には三脚が必要です。その他必

要なものはお問い合わせください。

申  ・問　ビーコンプラザ

　☎２６－７１１１　FAX２６－７１００

 湯の花こども文化・化学教室

日時　８月３日（土）　※参加無料

　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

場所　みょうばん湯の里（明礬６組）

対象　小学４年生～６年生　30 人

　　　大学生（留学生含む）15 人

内容　湯の花小屋見学、湯の花づくり

　　　体験、温泉性質の実験など

申込方法　７月 22 日（月）までに下記

へ電話で申込み。

申  ・問　市社会教育課　☎２１－１５８７

 夏休み朝見浄水場見学会

日時　７月 21 日（日）　９時～ 11 時

　（少雨決行、中止の際は参加者へ連絡あり）

場所　朝見浄水場（朝見２丁目）

対象　小学生とその保護者

参加費　無料　定員　50 人（先着順）

申込方法　７月１日（月）～ 12 日（金）

　に下記へ電話で申込み。

申  ・問　水道局総務課 　☎２３－３１０８

 国際理解教室

日時　７月 14 日（日）

　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

場所　西部地区公民館（鶴見園町）

内容　ドミニカ共和国について　　　

　　　（日英スペイン語併用）

対象　高校生以上（事前申込不要）

参加費　500 円（学生無料）

問　有川　☎０９０－９４８４－６２１１

 少年自然の家「おじか」
　 わんぱく冒険隊
日時　８月 20 日（火）　13 時

　～ 24 日（土）15 時 30 分（４泊５日）

対象　小学５年生～中学３年生（きょ

うだいでの参加に限り４年生も可）

内容　陶芸、流しそうめん、ダンボール

ピザ、ＢＢＱ、キャンプファイヤーなど

参加費　１人 10,500 円（食事・活動費）

定員　30 人（先着順）

申�込方法　６月 29 日（土）８時 30 分～

７月 15 日（月・祝）17 時までに下記へ

電話、ＦＡＸまたはメールで申込み。

※ 詳しい要項を市役所受付、各出張所、各

地区公民館に置いています。また、おじ

かホームページにも掲載しています。

申  ・問　少年自然の家「おじか」

　☎２５－４９５１　FAX２５－４９６１

    o j i k a@c i t y . b e p p u . l g . j p

 令和元年度
　 平和を考える市民の広場
日時　８月７日（水）　14 時

　　　（受付 13 時 30 分～）

場所　別府市公会堂（上田の湯町）

内容　講演　「無言館」のこと

　　　　　　～一冊の画集に出会って～

　　　講師　戦没画学生慰霊美術館

　　　　　　無言館館主　窪島誠一郎さん

　　　パネル展示　「原爆と人間展」

※駐車場は、別府市公会堂駐車場とトラ

スト有料駐車場（社会福祉会館南側）

です。駐車台数は限りがあるため、な

るべく公共交通機関をご利用ください。

問　市社会教育課　☎２１－１５８７

※小雨決行・荒天時は翌日延期。
※駐車場は公設市場、競輪場の駐車場、
　浜田町緑地帯をご利用ください。
問　亀川まつり協会　☎６６－８７７３

８月３日（土）
亀川漁港周辺
17時～		 オープニング
18時 30 分～	 餅まき
19時～　	 地踊り大会
20時～		 花火大会

第34回

フィルハーモニアホール公演
■東京バレエ団　子どものためのバレエ
「ドン・キホーテの夢」
　８月８日（木）
■サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス
８月 11 日（日・祝）
※チケット情報など「ビーコンプラザ」
で検索
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別府駐屯地
　山の納涼音頭大会
日時　８月３日（土）　17 時～ 21 時

場所　別府駐屯地グラウンド（雨天中止）

内���容　 近傍自治会踊り、隊員による創

作ダンス、総踊り、花火大会

交通　自衛隊前バス停から徒歩３分

駐車場は約 700 台分ありますが、

混雑が予想されるため公共交通機関

をご利用ください。

問　 別府駐屯地広報班　
　　☎２２－４３１１（内線２１９）

夏休み
　子どもリサイクル品抽選会
出展品　ベビー、子ども用品

　（自転車、ベビーカー、チャイルド

　シート、歩行器、子ども用家具など）

申込期間　７月 28 日（日）～８月９日（金）

　　　　　８時 30 分～ 17 時

申込方法　下記窓口にお越しください。

※期間中８月３日（土）、４日（日）閉館

抽選日　８月 13 日（火）13 時 30 分

※当選者には電話またははがきで通知。

※自転車の当選者は防犯協会への登録

料 600 円を自己負担。

※リサイクル品につき保証なし。

場所・申・問　別府市リサイクル情

報センター（市消防本部隣）

　☎２５－５３１０

九州初開催！「ココロ、沸かせ！」
　ＧⅡサマーナイトフェスティバル
　今年２月に開催したＧⅠ「全日本選

抜競輪」に続き、九州初となるＧⅡの

ビッグレース「サマーナイトフェスティ

バル」が別府競輪場で開催され、全国

から選りすぐりの選手が別府に集結し

迫力あるレース展開が楽しめます。

　開催中はＤＲＵＭ　ＴＡＯによるパ

フォーマンス、傘を使って空を装飾す

るインスタ映え間違いなしのアンブレ

ラスカイ、また限られた人しか制作が

許されない手筒花火や夜空を彩る打ち

上げ花火などで会場を盛り上げます。

日時　７月 13 日（土）～ 15 日（月・祝）

場所　別府競輪場

※開催当日は混雑が予想されます。公

共交通機関及び無料シャトルバスを

ご利用ください。

問　公営競技事務所　☎６７－５５７８

防災ゲーム「クロスロード」
　ワークショップ
日時　７月６日（土）

　１部：体験会 10 時～ 12 時 30 分

　２部：研修会 13 時 15 分～ 17 時

場所　ＡＰＵ　ＰＬＡＺＡ　ＯＩＴＡ　１階

講師　神戸クロスロード研究会　理事

　　　西 修さん

申  ・問　市文化国際課　☎２１－１１３１

きれいな海辺を取り戻そう！
　 海岸海浜清掃奉仕活動
日時　７月 14 日（日） （小雨決行）

　　　受付７時 30 分～　清掃開始８時

場所　スパビーチ、餅ヶ浜海浜公園、

　　　上人ヶ浜海岸、関の江海水浴場

※セレモニーはスパビーチで行います。

※お近くの場所にお集まりください。

※駐車場はありません。

※軍手、ごみ袋は用意しています。

※飲み物をお持ちになるなど、熱中症

対策をお願いします。

問　市環境課　☎６６－５３５３

 関の江海水浴場開き

日程　７月 15 日（月・海の日）

　　　10 時～式典

　　　11 時～スイカ割り大会

　　　　　　（小学生以下対象）

海水浴場開設期間

　７月15日（月・海の日）～８月12日（月・休）

古市町主催の宝探し

７ 月 21 日（ 日 ）、 ７ 月 28 日（ 日 ）、

８月４日（日）の各日 14 時から開

催します（雨天中止）。

※今年度も海岸整備事業による工事の

ため、海水浴場が冷川北側のみとな

ります。大変ご迷惑をおかけします。

問　市観光課　☎２１－１１２８

べっぷシーサイドバーベキュー 2019
場所　別府国際観光港多目的広場

期間　12 月１日（日）まで（11 時～ 21 時）※ 11 月中旬からは 18 時まで（予定）

利用料金（4 人以上から受付・要事前予約・30 人以上団体割引有）

＊シーサイド BBQ コース【 並 】1 人 2,600 円

＊シーサイド BBQ コース【上質】1 人 3,200 円

・小学生 1 人 100 円（食材は付きません。上記食材付きコースの注文も可）

・未就学児無料

・ 料金は器材レンタル料（コンロ、炭、テント、テーブル、イスなど）、区

画使用料込み（人数によっては別途区画使用料がかかる場合があります。）

・別途食材や飲み物も注文できます。（別料金、前日までに要予約）

・1 組 3 時間まで、次に予約が無い場合は延長可能（有料）

その他

・火起こしや片付けはスタッフが行います。

・追加の食材、飲み物の持ち込み可能。

・コンロ等火気の持込使用禁止。指定場所、時間外でのバーベキューはできません。

・詳しくは市ホームページでご確認ください。

予約先　出張 BBQ 満福　☎０８０－２９４９－８７９４
問合先　市都市整備課　�☎２１－１３８８


