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　 就職ガイダンス in 別府
日時　３月 14 日（土）　13 時～ 16 時

　　　（12 時 30 分受付開始）

場所　中央公民館（上田の湯町）

対象　2021 年３月卒業予定の大学・

短大・高専・専門学校生、ＵＩＪター

ン希望者、高校生、仕事を探してい

る人、転職希望者、留学生

参加企業数　17 社程度

※参加企業は１月末決定予定。ホーム

ページなどでお知らせします。

※参加無料。事前申込不要。

問　市産業政策課　☎２１－１１３２

 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　２月３日（月）～ 14 日（金）

の８時 30 分～ 17 時

　に下記の窓口にお越

　しください。

※土・日・祝日は除きます。

※申込みは、市内在住の人に限ります。

■抽選会

日時　２月 17 日（月）13 時 30 分～

※当選者は電話かはがきで通知します。

※�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　リサイクル情報センター

（消防本部隣り）☎２５－５３１０

　（土・日・祝日を除く８時30分～17時）

�国際理解教室

日時　２月９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　メキシコ系アメリカ人の世界に

　　　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

 県内一周大分合同
　 駅伝競走大会

日程　２月 17 日（月）～ 21 日（金）

コース　別府市内は 21 日（金）に国道

　　　　10 号（亀川バイパス）を南へ

　　　　通過。

中継所・先頭通過予定時刻（21 日）

　上人ヶ浜公園前　13 時 10 分頃

　市営北浜温泉（テルマス）前

　　　　　　　　　13 時 20 分頃

問　市スポーツ健康課

　　☎２１－８０８８

 タワーでハッピーバレンタイン

バレンタイン当日、グローバルタワー

搭乗者の中から抽選で５人に豪華プレ

ゼント！

※プレゼントが無くなり次第終了します。

日時　２月 14 日（金）　９時～ 19 時

場所　ビーコンプラザ　グローバルタワー

料金　大人　300 円

　　　小中学生　200 円

　　　※未就学児無料

問　ビーコンプラザ　☎２６－７１１１

 冬のおじかを体感！
　 寒中おじか山登山
冬でしか体験できないおじかを満喫し

て、家族のふれあいを深めませんか。

日程　２月８日（土）※雨天中止
　　　　受付　９時 30 分（おじか）

　　　　登山出発　10 時

　　　　解散　14 時 30 分

内容　○おじか山登山（午前）

　○昼食　志高湖で食べます。お弁当

　を持参してください。

　○自然散策（午後）

　　おじかまで歩いて帰ります。アス

　レチックの利用もできます。

※事前申込不要。参加費無料。

※活動時の安全を考慮し、５歳以上の

参加とさせていただきます。

※�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掲載しています。

※ご不明な点は、電話、ＦＡＸまたは

メールでお問い合わせください。

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

ハイパフォーマンスジム別府

外部講師プログラム
１～３月 月 火 水 木 金 土
10時～ 11時 ー ヨガ ハタヨガ

フロー ピラティス 骨盤ヨガ エアロビクス
※11時～ 12時

13時～ 14時 ヨガ ー HIPHOP
ダンス ピラティス ー ー

18時 30分～
19 時 30 分

サーキット
トレーニング バレトン ZUMBA ZUMBA ー ー

料　　金　１回 500 円（別途施設使用料必要）※月会員は１日１回まで無料
申込方法　事前に施設窓口か電話で、空き状況をご確認のうえ予約。

※プログラム詳細などはホームページをご覧いただくか下記へお問い合わせを。

場�所・申 問　ハイパフォーマンスジム別府（実相寺多目的グラウンド東側）
　　　　　　☎７５－８１１４

11 月にオープンしたジムで
シェイプアップしましょう

ジャパンラグビートップリーグ
キヤノンイーグルス
vs サントリーサンゴリアス
日時　３月 15 日（日）13 時～
場所　昭和電工ドーム（大分市）

日本代表選手たちが所属するチーム
です。自由席のみチケット販売中。
詳細は下記へお問い合わせを。
問　大分県ラグビーフットボール協会
　　☎０９７－５１１－３９０１
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➀いだてん天狗タイムレース　（全長約 12km  鶴見岳山頂まで）
　参加登録費　5,000 円　　定員　200 人【応募多数の場合抽選】
　申込期間　２月３日（月）～ 17 日（月）【消印有効】　
　抽選日　２月 20 日（木）（予定）
　※抽選結果後、詳細をご案内します。（登録費は当選決定後に入金）

➁のびのびさくらウォーク　（全長約 12km  鶴見岳山頂まで）
　参加登録費　2,000 円（小学生以下 1,000 円）　　定員　1,800 人（先着順）
　申込期間　２月３日（月）～３月 19 日（木）【必着】※定員になり次第締め切り。

➂GO！GO！GO！ハーフウォーク　（全長約８km  鶴見岳ふもとまで）
　参加登録費　1,000 円（小学生以下 500 円）　　定員　2,000 人（先着順）
　申込期間　２月３日（月）～３月 19 日（木）【必着】※定員になり次第締め切り。

申込方法　市役所、各出張所、各地区公民館などにある申込書に記入し、参加登
　録費を添えて下記申込先でお支払いください。
　※郵送の場合は現金書留または普通為替、定額小為替を添えて、下記申込先へ
　　送付してください。（➀の登録費は当選決定後にお知らせします）
申込・問合先　べっぷ鶴見岳一気登山大会実行委員会事務局（別府市観光協会内）
　〒 874-8511　別府市上野口町１－ 15（市役所１階）　☎２４－２８２８

第 33 回 べっぷ鶴見岳一気登山大会
４月 12 日（日）　８時 30 分　開会式

第 69 回別府大分毎日マラソン大会における交通規制
開催日　２月２日（日）

【大分市方面→日出町方面】
　12 時にうみたまごをスタートしますので、11 時 45 分頃から
　国道 10 号の交通規制が順次行われます。

【日出町方面→大分市方面】
　亀川漁港前折り返しの通過予測時間前の 12 時 15 分頃から
　国道 10 号の交通規制が順次行われます。

◎別府市内でのランナー通過予測時間
５㎞　若草町交差点手前
　　　12 時 15 分頃～ 12 時 25 分頃
10㎞　別府潮彩屋前　12 時 30 分頃～ 12 時 52 分頃
15㎞　新境川橋　12 時 46 分頃～ 13 時 16 分頃
※詳細は右記ホームページ（QRコード）をご覧ください。

　問　別府大分毎日マラソン大会事務局
　　　☎０９７－５５８－１９９９
　　　http://www.betsudai.com/

※規制路線だけでなく、周辺道路も大幅な混雑が予想
　されます。マイカーの自粛など、交通量の抑制にご
　協力ください。 別府潮彩屋前

12：30（12：52）

至日出町

��12：46
（13：16）

新境川橋
若草町

交差点手前

スタート
12：00

�13：01（13：40）

うみたまご前

12：15

地図上の時刻は、
先頭ランナー通過
予測時刻と、
（　）内は、関門時
間です。
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➀いだてん天狗タイムレース➀いだてん天狗タイムレース➀いだてん天狗タイムレース （全長約 12km  鶴見岳山頂まで）
参加登録費　5,000 円　　定員　200 人【応募多数の場合抽選】
申込期間　２月３日（月）～ 17 日（月）【消印有効】　
抽選日　２月 20 日（木）（予定）
　※抽選結果後、詳細をご案内します。（登録費は当選決定後に入金）　※抽選結果後、詳細をご案内します。（登録費は当選決定後に入金）

➁のびのびさくらウォーク➁のびのびさくらウォーク➁のびのびさくらウォーク （全長約 12km  鶴見岳山頂まで）
参加登録費　2,000 円（小学生以下 1,000 円）　　定員　1,800 人（先着順）
申込期間 ２月３日（月）～３月 19 日（木）【必着】※定員になり次第締め切り。

➂GO！➂GO！➂GO！➂GO！➂GO！➂GO！GO！GO！GO！ハーフウォークGO！ハーフウォーク （全長約８km  鶴見岳ふもとまで）
参加登録費　1,000 円（小学生以下 500 円）　　定員　2,000 人（先着順）
申込期間　２月３日（月）～３月 19 日（木）【必着】※定員になり次第締め切り。

申込方法申込方法 市役所、各出張所、各地区公民館などにある申込書に記入し、参加登市役所、各出張所、各地区公民館などにある申込書に記入し、参加登
　録費を添えて下記申込先でお支払いください。　録費を添えて下記申込先でお支払いください。
　※郵送の場合は現金書留または普通為替、定額小為替を添えて、下記申込先へ　※郵送の場合は現金書留または普通為替、定額小為替を添えて、下記申込先へ
　　送付して　　送付してください。（➀の登録費は当選決定後にお知らせします）
申込・問合先申込・問合先 べっぷ鶴見岳一気登山大会実行委員会事務局（別府市観光協会内）
　〒 874-8511　別府市上野口町１－ 15（市役所１階）　☎２４－２８２８　〒 874-8511　別府市上野口町１－ 15（市役所１階）　☎２４－２８２８

第 33 回 第 33 回 べっぷ鶴見岳一気登山大会べっぷ鶴見岳一気登山大会
４月 12 日（日）　８時 30 分　開会式４月 12 日（日）　８時 30 分　開会式
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