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関口光太郎inBEPPU
　今年で４年目となるアートプロジェクト『 in 
BEPPU 』では、新聞紙とガムテープで作品を制作
する若手作家・関口光太郎さんを招

しょうへい

聘し、会期前
から開催するワークショップによって成長し続け
る市民参加型の作品を発表します。

会　場　トキハ別府店
入場料　無料
問合先　混浴温泉世界実行委員会　☎２２－３５６０
　　　　市文化国際課　☎２１－１１３１

▲関口光太郎  『大人魚姫』 2013 年

期間　９月 21日（土）～11月 10 日（日）

警戒レベルで
避難のタイミングをお知らせします
どんな情報が出るの？ どんな時に出すの？ 何をしたらいいの？

警戒レベル５
災害発生情報

市内で大きな災害が
発生している時（市）

命を守る最善の行動
※避難所へ避難することが
　危険だと判断した場合は、
　近くの安全な場所や自宅
　のより安全なところへ移
　動する行動をとりましょう

警戒レベル４
避難指示 ( 緊急 )

重ねて避難を促す必要がある時
（市）

避難していない人は
ただちに避難

警戒レベル４
避難勧告 避難が必要な時（市） 全員避難

警戒レベル３　

避難準備・高齢者等
避難開始

警報発表の時や、高齢者などは
避難を始める必要がある時（市）

高齢者などの移動に
時間がかかる人⇒避難を開始
そのほかの人⇒避難の準備

警戒レベル２ 注意報発表の時（気象庁） 避難場所や避難袋の確認

警戒レベル１ 近々警報が出るかもしれない時
（気象庁） 災害への心構え

　同時開催
★ベップ・アート・マンス 2019
　場所　別府市内各所
★アニッシュ・カプーア　「Ｓｋｙ Ｍｉｒｒｏｒ」再公開
　場所　別府公園

切り取って見やすいところに貼りましょう

問　市防災危機管理課
　　☎２１－２２５５

～自分の命は自分で守る！警戒レベルを活用しましょう～
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 リサイクル
　 情報センターの催し
◆布ぞうり作り体験講座

日時　９月 12 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　９月２日（月）～４日（水）の

８時 30 分～ 17 時に下記へ電話また

は窓口で申込み。

◆出展者募集！リユースマーケットin 別府

ご家庭で眠っているものの再使用をす

すめ、ごみを減らそう！

日時　10 月 13 日（日）　10 時～ 14 時

　　　※雨天中止

場所　別府公園東門広場　出店料　無料

募集対象　営利を目的としない個人・団体

区画数　200区画 ※予定。抽選を行います。

　　　　１区画（170cm × 240cm）

申�込方法　９月２日（月）～ 13 日（金）に

往復はがきの往信裏面に「氏名・年齢・

住所・電話番号・具体的な出店内容」

を記載し、下記へ申込み（消印有効）。

※電話やＦＡＸでの申込みはできません。

※抽選は９月 19 日（木）に行い、当選者

には 20 日（金）から郵送でご連絡します。

※区画の隣り合わせなどの希望はできません。

※  18 歳未満は保護者の同意（署名、

捺
なつ

印）が必要です。

※ 団体申込み希望の場合は下記にお問

い合わせください。

場�所・申・問　リサイクル情報センター

　〒８７４－０９０５　別府市上野口町

　19 ー 22　☎２５－５３１０

 市民救急フォーラム・ＢＥＰＰＵ

日時　９月８日（日）10 時～ 12 時

場所　ビーコンプラザ

特別講演　

　心臓発作から

　命を守る

　ーつなげよう救命の輪ー

講師　大分県厚生連鶴見病院

　　　副院長　財前博文先生

応急手当等シミュレーション

　黒木記念病院「黒木劇団」

問　市消防本部　☎２５－１１２２

　　別府市医師会　☎２３－２２７７

 別府東山
　ハイキングコース体験会
　別府東山ハイキングコース（旧：九

州オルレ別府コース）は、志高湖を発

着点とする全長約 11km を３～４時間

かけて歩くハイキングコースです。

　ガイドと一緒に、秋の訪れと山々の

魅力を感じるハイキングに出かけませ

んか。

日程　９月 14 日（土）、11 月 16 日（土）

時間　10 時～（９時受付開始）

集合場所　志高湖レストハウス前

参加費　1,500 円（弁当、温泉無料券、

　おやつ、ガイド料込）

申�込方法　各開催日の４日前までに下

記へお申し込みください。

申  ・問　㈱東山パレット　大野

　☎０８０ー５２１０－５５２４

 少年自然の家「おじか」
　 秋を見つける親と子のつどい
日程　10 月 12 日（土）～ 13 日（日）

12 日　受付 12 時 30 分、開所 40 周年

記念式典 13 時 15 分、開会行事 15 時

　13 日　閉会行事 11 時 30 分

内�容　芋ほり体験、はーとふるステー

ジ「人形劇　劇団パレット」、クラ

フト制作（写真立て）、焼き芋試食

　※雨天決行。ただしアスレチック使用不可。

定員　24 家族（先着順）

　　　※申込みは５歳以上から。

費用　１人につき 1,700 円

　（食事、焼き芋、ジュース、リネン代など）

申�込方法　８月 31 日（土）８時 30 分～９

月 22 日（日）正午までに、下記へ申込み。

※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。おじ

　かホームページにも載せています。

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

 国際理解教室

日時　９月８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　欧州ドイツ語圏について（日英併用）

参加費　500 円（学生無料）

※事前申込不要。

問　有川　☎０９０－９４８４－６２１１

ご不要の陶磁器の食器を
リユース（再使用）しませんか
　ご家庭で不要になった「陶磁器の食器」

をリサイクル情報センターで集めています
（無料）。集められた食器は、秋頃に開催予
定の「ポーセリアン（陶磁器）マーケット」
で無料でお譲りします。
　詳しくは上記にお問い合わせください。

鉄輪温泉湯あみ祭り
９月21日（土）～ 23日（月・祝）
★遊行上人絵巻等（湯あみ祭り）に関する展示（10 時～ 17 時・温泉山永福寺）　
★鉄輪蚤

の み

の市～宿の器編～（10 時～・鉄輪銀座通り周辺）
◆ 21 日（土）
　・献湯筒供養（10 時～・温泉山永福寺）
　・奉納踊り、踊り念仏（19 時～ 20 時 30 分・むし湯広場）
　・餅まき（奉納踊りのあと・むし湯広場）
◆ 22 日（日）むし湯広場
　・上人餅つき会（11 時～）
◆ 23 日（月・祝）温泉山永福寺
　・一遍上人法要（10時 30分～）
　・湯あみ法要（11時～）
　・稚児行列（11時 30分～）

申込・問合先　入舟荘　後藤
　　　　　　　☎６６－０６５５

お稚児さん募集
 人数　30 人（先着順）　申込期限　９月 15 日（日）
 参加料　5,000 円（貸衣装・メイク代込、おやつ付）
 時間　９時 45 分集合～12 時 30 分（予定）

高専ロボコン 2019 九州沖縄地区大会
日時　10 月 13 日（日）12 時 30 分～
場所　べっぷアリーナ※入場無料
入場申込　往復はがきで申込み。
締切　９月 20 日（金）必着
※詳細はホームページをご覧ください。
　（http://www.oita-ct.ac.jp/）

問　大分工業高等専門学校
　　☎０９７－５５２－６３６５


