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別府けいりん開設69周年競輪「オランダ王国友好杯  ＧⅢ 」開催！
日時　11 月 30 日（土）～ 12 月３日（火） 問　別府競輪場　☎６７－５５７８

※イベント内容・発走時間などはホームページをご確認ください。詳しくはこちら　

▲

 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５回　11 月 12 日（火）

テーマ　大友宗麟の戦国都市

講師　元大分市教育委員会教育部文化

　　　財課特別顧問　玉永光洋さん

問　市社会教育課　☎２１－１５８７

 国際理解教室

日時　11 月 10 日（日）

　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

場所　西部地区公民館会議室

　　　（鶴見園町）

内容　インドネシアについて

　　　（日・英併用）

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

 コミュニティーセンターの催し

◆第２回別府食堂

　子どもから高齢者までどなたでも参

加できます。みんなで食事を楽しみま

しょう。

日時　11 月 16 日（土）12 時～ 14 時

場所　別府市コミュニティーセンター

　　　多目的ホール（上野口町）

定員　50 人※事前申込不要

参加費　1 人 300 円（未就学児無料）

問　塩見　☎０９０－２５０８－４１００

◆竹アクセサリーのワークショップ

日時　11 月 23 日（土・祝）  10 時～ 12 時

場所　市コミュニティーセンター談話室

　　   （上野口町）

定員　８人※先着順・要事前申込。

参加費　1 人 1,000 円

申 問　サンエスメンテナンス

　　　☎２３－１１８０

 戦没者のご冥福をお祈りします

　別府市戦没者追悼式
日程　11 月 26 日（火））

受付　９時～

追悼式　10 時～ 11 時

場所　別府市公会堂（上田の湯町）

申  問　市福祉政策課

　　　☎２１ー１００３

 第４回 
　あす・べっぷフェスタ
日時　12 月８日（日）10 時～ 15 時

場所　別府市男女共同参画センター

　　　あす・べっぷ（野口原）

内容　朗読会、主催講座「明日から出

　来る！今年中に変われる！我が家収

　納」講師：三井えみさん、クリスマ

　スツリー作り、おりがみ教室、ペー

　パーフラワー作り

※主催講座は託児サービスがあります

　（要予約）。

申 問　市自治振興課男女共同参画

　　　センタ－あす・べっぷ

　　　☎２１－８２８９

 少年自然の家「おじか」 
　 手作りを楽しむ冬の親と子のつどい

日時　12 月 14 日（土）～ 15 日（日）

　14 日（土）受　付（12 時 30 分～）

　　　　　　入所式（13 時）

　15 日（日）退所式（11 時 45 分）

内容　ミニ門松作り、クリスマスリー

　　　ス作り、お餅つき

定員　24 家族または 70 人（５歳以上）

費用　１人 1,600 円（食事・活動代など）

　＋１家族1,200円（門松などの材料費）

申込方法　11 月２日（土）～ 12 月１日（日）

　12 時までに電話、ＦＡＸまたはメー

　ルで下記へ申込み。

 場所・申 問　少年自然の家「おじか」

　☎２５ー４９５１　FAX２５－４９６１

　 ojika@city.beppu.lg.jp

 陸上自衛隊別府駐屯地
　 創立 62 周年記念行事
日時　11 月 10 日（日）　８時 30 分～ 15 時

※雨天決行（一部の行事変更あり）

場所　陸上自衛隊別府駐屯地（大字鶴見）

内�容　観閲式、訓練展示、装備品展示、オー

トドリル、車両試乗、子ども広場、売店など

※戦車の試乗はありません。

※駐車場に限りがありますので、公共

　交通機関をご利用ください。

※当日は８時 10 分から 30 分間隔で

　別府駅西口を出発する無料シャトル

　バスを運行します。

問　陸上自衛隊別府駐屯地広報班

　　☎２２－４３１１（内線２１９）

 リサイクル情報センター
　 ポーセリアン（陶磁器の食器）マーケット
日時　11 月 17 日（日）　９時～ 11 時

内�容　家庭で不要になっ

　た陶磁器の食器を無料

　で提供するリユースイ

　ベントです。

※ 1 人５点までお持ち帰りできます。

※ごみ減量のため、マイバックをお持

　ちください。

※当日の食器持込みは受け付けません。

場所・問　リサイクル情報センター

　（消防本部隣り）☎２５－５３１０

 アビリンピックおおいた
　 ２０１９
日時　11 月 30 日（土）　９時 20 分～ 16 時

�場所　太陽の家（内竈）

内容　障がいのある人たちが、電子機

　器組立、表計算など日頃培った技能

　を競う大会です。

※アンサンブル太陽のミニコンサート

　（12時30分～）、展示などがあります。

問　高齢・障害・求職者雇用支援機構大分支部

　　☎０９７－５２２－７２５５

　　�FAX０９７－５２２－７２５６

ココロ、沸かせ
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別府市民フィルハーモニア管弦楽団
２０１９市民コンサート

日時　12 月１日（日）　開演 14 時（開場 13 時 30 分）

場所　ビーコンプラザ・フィルハーモニアホール

曲目　ウェーバー作曲　歌劇「魔弾の射手」序曲

　べートーヴェン作曲　交響曲第９番「合唱付き」

指揮　新見準平

ソプラノ�　本田ゆりこ　アルト�　愛甲久美

テノール　中村弘人　バリトン　堤　智洋

合唱　混声合唱団 歌
かりん

輪、別府市民合唱協会ほか

入場料　一般 1,000 円、学生（小・中・高）500 円

チケット取扱所　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

問　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

別府市民フィルハーモニア管弦楽団
２０１９市民コンサート

日時　12 月１日（日）　開演 14 時（開場 13 時 30 分）

場所　ビーコンプラザ・フィルハーモニアホール

曲目　ウェーバー作曲　歌劇「魔弾の射手」序曲

　　　 べートーヴェン作曲　交響曲第９番「合唱付き」

指揮　新見準平

ソプラノ�　本田ゆりこ　アルト�　愛甲久美

テノール　中村弘人　バリトン　堤　智洋

合唱　混声合唱団 歌
かりん

輪、別府市民合唱協会ほか

入場料　一般 1,000 円、学生（小・中・高）500 円

チケット取扱所　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

問　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

 志高湖の催し

◆志高湖お客様感謝デー

日時　11 月 24 日（日）10 時～

　　　小雨実施

■ボート無料開放　受付終了 15 時

■ぜんざいサービス

　11 時～（先着 300 杯）

◆クリスマスリース教室

日時　12 月７日（土）10 時～ 12 時

定員　20 人（先着順）

参加費　1,500 円（昼食代込）

申込方法　電話で下記へ申込み。

場所・申 問　志高湖管理事務所

　　　　　　☎２５ー３６０１

 別府市福祉まつり・
　 市民と消防のつどい
日時　11 月 10 日（日）10 時～ 14 時

場所　別府公園

◆体験・催し物コーナー、うまいもの

　コーナー

　社会福祉団体

などによる模擬

店、消防車両の

展示、はしご

車試乗体験、

ちびっこレン

ジャー体験、

放水体験、消

防車両と綱引

き、風船配布など

◆ステージイベント

　餅まき、幼稚園児による鼓笛演奏など

問　社会福祉協議会　 ☎２６－６０７０

　　市消防本部予防課　☎２５－１１２５

 別府市アール・ブリュットの芽ばえ展

　～障がいをこえて～ワークショップ

　別府市福祉まつり・市民と消防のつ

どいの中で、絵手紙教室などのワーク

ショップを開催します。

日時　11 月 10 日（日）10 時～ 14 時

場所　別府公園　

参加費　無料

問　市障害福祉課　☎２１－１４１３

 別府東山ハイキングコース
　 11 月体験会
　別府東山ハイキングコースは、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、秋の訪れを感

じにハイキングに出かけませんか。

日時　11 月 16 日（土）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　11 月 12 日（火）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

　　　☎０８０－５２１０－５５２４

 ぱしふぃっくびいなす
　 出港セレモニー
　べっぴょんと一緒に黄色いハンカチ

やペンライトを振り、豪華客船「ぱし

ふぃっくびいなす」のお見送りをしま

せんか。

日時　11 月９日（土）19 時

場所　別府市国際観光港第４埠頭

※申込不要。

※黄色いハンカチなどは港でお渡しし

　ます。

※当日 18 時から限定 50 台のみ無料駐車

　場（先着順）を利用できますが、可能な

　限り公共交通機関を利用ください。

問　市観光課　☎２１－１１２８

さかなクンのギョギョッとビックリ！！
お魚講座～お魚と海の環境について～

日時　12 月 21 日（土）14 時～ 15 時 30 分予定

場所　Ｊ：ＣＯＭ ホルトホール大分（大分市金池南１丁目）

定員　別府市民 170 人（申込多数の場合は抽選）

入場料　無料

申込方法　参加者全員（４人まで）の氏名・年齢を記入し、

　市環境課窓口の申込書、はがき、ＦＡＸ、またはメール

　のいずれかで下記へ ※応募の重複は無効。

申込期間　11 月１日（金）～ 26 日（火）必着

※申込・入場は本人のみ。

※中学生以下は要保護者同伴（３歳以下は入場不可）。

※車いす席、手話通訳、無料託児あり。

申 問　市環境課　☎２１－１１３４　FAX２１－１１０５

　　　　　　　 env-le@city.beppu.lg.jp　


