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 少年自然の家「おじか」～親子 de 国際交流～
日時　11 月 10 日（日）　10 時～（受付９時 30 分～）　退所式 14 時 30 分

内�容　ＡＰＵ留学生と一緒に親子で英語活動を楽しみます。（昼食持込み）

対象　４歳以上の子どもと家族　　定員　15 家族（先着順）　　参加費　無料

申込方法　10 月５日（土）８時 30 分～ 10 月 27 日（日）12 時までに

　　　　　電話、ＦＡＸまたはメールで下記へ申込み。

※�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。

　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　 ojika@city .beppu. lg . jp

　　　第 67 回 別府市教育祭
◆リズムとハーモニーを創

つく

る音楽会

11 月５日（火）【ビーコンプラザ】

　開演　12 時 45 分（12 時 20 分開場）

　内容　歌、合唱、合奏、吹奏楽など

◆別府らしさを誇る展覧会

11月８日（金）～12日（火）【別府市美術館】

　※ 11 月 11 日（月）は休館日

　時間　10時～17時（12日は15時30分まで）

　内容　絵画、書写、読書感想画、科学作品など

※入場無料。詳しくは市ホームページをご

　覧になるか下記へお問い合わせください。

問　市学校教育課　☎２１－１５７４

第 27 回　別府市生涯学習フェスティバル
各公民館などのまつり・発表会

講座生や地域の人のステージ発表・作品展示（詳細は各会場へお問合せを）

会　場 期　間

西部地区公民館（☎ 23 － 7330） 10/12（土）・10/13（日）

中央公民館（☎ 22 － 4118）
10/19（土）・10/20（日）

南部地区公民館（☎ 21 － 3401）

朝日大平山地区公民館（☎ 66 － 1150）
10/26（土）・10/27（日）

中部地区公民館（☎ 25 － 4321）

北部地区公民館�（☎ 67 － 8300） 11/2（土）・11/3（日）（祝）

ふれあい広場・サザンクロス（☎ 25 － 3396） 令和２年 1/24（金）～ 1/26（日）

�※北部地区公民館はなでしこ分館と合同実施（会場は北部地区公民館のみ）

幼稚園・学校名 日　程 幼稚園・学校名 日　程

境川幼稚園・小学校 10/29（火）～10/30（水） 大平山幼稚園 10/24（木）・11/16（土）

南立石幼稚園 10/30（水）・11/7（木） 大平山小学校 10/26（土）・11/7（木）・11/16（土）

南立石小学校 11/8（金）～11/9（土） 南幼稚園 10/24（木）・11/16（土）

亀川幼稚園 10/25（金）・11/23（土）（祝） 南小学校 11/15（金）～11/16（土）

亀川小学校 10/30（水）・11/23（土）（祝） べっぷ幼稚園

別府中央小学校
11/6（水）・11/20（水）

朝日幼稚園 10/29（火）～10/30（水）

朝日小学校 10/26（土）・10/29（火） 山の手幼稚園 10/23（水）・11/15（金）

石垣幼稚園・小学校 11/1（金）・11/16（土） 山の手小学校 11/15（金）～11/16（土）

東山幼稚園・小学校

東山中学校
10/30（水）～10/31（木）

山の手中学校 10/18（金）・10/25（金）

青山中学校
10/25（金）

11/5（火）～11/8（金）
上人幼稚園

10/18（金）

11/15（金）～11/16（土）
中部中学校

10/28（月）～11/1（金）

11/5（火）～11/7（木）上人小学校 11/15（金）～11/16（土）

鶴見幼稚園 10/25（金）・10/29（火）
北部中学校

10/15（火）～ 10/18（金）

10/24（木）鶴見小学校 10/12（土）・11/16（土）・11/21（木）

春木川幼稚園・小学校
10/30（水）～ 10/31（木）

11/16（土）

浜脇中学校 10/25（金）・11/2（土）

朝日中学校 10/15（火）・10/18（金）・10/25（金）

緑丘幼稚園 10/18（金）・10/30（水）
鶴見台中学校

10/21（月）・10/23（水）～

10/26（土）・10/30（水）緑丘小学校 10/19（土）・11/12（火）

別府市公立幼稚園、小・中学校を公開します【統一公開月間】
市民の皆さんに、各幼稚園、小・中学校の教育活動へのご理解とご協力をお願いするため、下記の日程で公開します。

自由に参観できます。

公開時間　各学校（幼稚園）にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

問　市学校教育課　☎２１－１５７４

アスレチック開放ＤＡＹ
10 月 27 日（日）９時～ 13 時

（無料、事前申込不要）

ケガ防止のため必ず長ズボン・

運動靴でお越しください。お弁

当の持込み可（火気使用不可）。
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 リサイクル品抽選会

　粗大ごみなどとして出された自転車

や家具、ベビー用品などを、抽選のう

え無料で差し上げます。

申込方法　10 月 15 日（火）

　～ 25 日（金）の８時 30 分～ 17 時

　に下記窓口で申込み。

※土・日・祝日除く。　※市内在住の人のみ。

■抽選会（当選者は電話かはがきで通知）

日時　10 月 28 日（月）　13 時 30 分～

※自転車当選者は防犯協会登録料 600

　円負担。

※リサイクル品につき保証なし。

場�所・申 問　リサイクル情報センター
　（市消防本部隣）☎２５－５３１０

�別府こども
　 環境絵画・作文展
　「美しいまちづくり」をテーマにし

た市内小中学生による環境絵画・作文

の優秀作品を展示しています。ご家族

で一緒にご覧ください。

期間　10 月 17 日（木）～ 27 日（日）

　※ 10 月 21 日（月）休館

場所　別府市美術館（野口原）

問　市環境課　☎２１－１１３４

 国際理解教室

日時　10 月５日（土）

　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

場所　西部地区公民館（鶴見園町）

内容　キューバについて

　　　（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

�第 61 回
　 油屋熊八翁碑前祭
日時　11 月１日（金）11 時 30 分～

場所　別府公園西門記念碑前

問　油屋熊八翁顕彰会（別府市観光協会内）
　　☎２４－２８２８

�別府・大分
　かぼすツーデーウオーク
日程　10 月 26 日（土）～ 27 日（日）

集合場所　田ノ浦ビーチ（大分市）

参加費　一般 2,000 円、中高生 800 円

　　　　※当日申込は割増。

申�込期限　10 月 11 日（金）

※詳しくは下記へお問い合わせを。

申 �問　別府・大分かぼすツーデーウ

　　オーク実行委員会事務局

　　　☎０９７ー５５２－０８６７

 地獄ハイキング
　 観海寺～スパビーチコース
日時　10 月 27 日（日）13 時 30 分～

集合場所　霊泉寺バス停

　　　　　（13 時 30 分までに受付）

コース　観海寺～板地川・境川～スパ

　ビーチ（現地解散 16 時頃）

定員　30 人（先着順、小学 5年生以上）

参加費　一般 2,000 円、学生 1,000 円、

　中学生以下無料　※当日受付で支払

申込方法　10 月 24 日（木）17 時まで

　にメールで申込み（氏名、性別、年齢、

住所、電話番号を記入）。詳細はＨＰを

ご覧ください。www.beppumuseum.jp

申 問　別府温泉地球博物館事務局　入江

　 �k e n t e i @ b e p p u m u s e u m . j p

　☎０９０－５３８７－４１８６

�第 42 回
　 別府市民合唱祭
日時　10月 27 日（日）13 時 30 分開演

場所　ビーコンプラザ・フィルハーモ

　　　ニアホール

入場料　500 円

�問　別府市民合唱協会事務局　村津

　　☎２３ー０７４３

 京都大学
　 地球熱学研究施設の催し
◆施設一般公開（申込不要）

日時　10 月 26 日（土）　　10 時～ 16 時

場所　京都大学地球熱学研究施設

内�容　温泉の不思議、大分・別府の地

質と災害、屋外実験・体験など

※上履きをご持参ください。

◆公開講演会（申込不要）

日時　10 月 26 日（土）　　14 時～ 16 時

場所　別府市男女共同参画センター

　　　あす・べっぷ（野口原）

定員　50 人（先着順）

内�容　「数値天気予報と気候予測ー不

確実性を伴う予測」（余田成男教授）

「別府地域から放出される二酸化炭素」

（柴田智郎准教授）

◆本館ライトアップ（申込不要）

日時　10 月 25 日（金）�、26 日（土）

　　　両日とも 18 時 30 分～ 20 時

場所　京都大学地球熱学研究施設

内容　赤レンガの本館ライトアップ

問　京都大学地球熱学研究施設

　　☎２２－０７１３

�湯けむり歴史講座

場所　別府市公会堂（上田の湯町）

時間　14 時～ 15 時 30 分（参加無料）

■第３回　10 月１日（火）

テーマ　鬼ノ岩屋古墳群の装飾について

　～別府市の古墳時代後期の様相から～

講師　別府大学文化財研究所研究員

　　　玉川剛司さん

■第４回　10 月 30 日（水）

テーマ　久留島武彦とお伽倶楽部

講師　大分県立先哲史料館館長

　　　大津祐司さん

問　市社会教育課　☎２１－１５８７

ケイリン DE 婚活 in 別府けいりん
日時　11 月９日（土）�11 時～ 19 時　場所　別府競輪場　

対象　25 歳～ 45 歳くらいまでの独身男女各 12 人

参加費　2,000 円　　申込期限　11 月１日（金）

申込方法　別府けいりん特設サイトから申込み

申 �問　ココロ、沸かせ！別府けいりん事務局

　　　☎０９７ー５３７－２４２５

ガールズケイリンで
ココロ、沸かせ！


