
　

◇八幡朝見神社
✿開会奉告祭　✿別府八湯献湯祭
✿御神火採火式　10 時 30 分～

✿扇山火まつり（扇山）※雨天延期
　18 時 30 分～　火入れ　
※風向きによって灰が飛来しご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いします。
✿べっぷ♨フロマラソン（市内各所）
　出発式　６時30分（別府駅東口広場）
　～４／５（日）まで

◆地獄めぐり無料開放
※市内在住の 70 歳以上の人（年齢、住
所がわかる身分証をお持ちのご本
人）、市内在住の障害者手帳をお持
ちの人（ご本人）に限ります。
※詳細はお問い合わせください。

◇別府駅前通り
✿湯けむり総パレード　13 時～
✿神

み こ し

輿の祭典　14 時～
✿湯♨ぶっかけまつり　15 時～
✿丼フェスべっぷ駅市場
　11 時から売り切れ次第終了

✿温泉バス（市内各所）10 時～
✿丼フェスべっぷ駅市場
　11 時から売り切れ次第終了
◇トキハ別府店
✿ミス別府表彰式　14 時～
✿お楽しみ抽選会　14 時 30 分～
✿温泉道名人集合イベント
　温泉まつりだよ！全員集合　15 時～

明礬会場【明礬温泉地域】
４／４（土）　○お接待　
　○温泉特別イベント

浜脇会場【浜脇温泉広場】
４／４（土）　○フリーマーケット　
　○餅まき　○富くじ販売・抽選会

海門寺公園会場【海門寺公園】
４／４（土）　○庄内神楽　○餅まき
○フラダンス　○縁日露店

　○博堂村フォークライブ　○子供舞踊
４／５（日）○縁日露店

亀川会場【亀の甲広場】
４／４（土）　○お接待　○抽選券配布、
抽選会　○北部中学校吹奏楽部演奏

　○亀川小５年生の合唱　
　○溝部学園「大正琴」演奏　
　○竈神楽、餅まき　○湯かけ亀まつり

松原会場【松原公園】
４／３（金）　○浜脇こども太鼓　
　○相撲甚句祝い唄　○舞踊「寿扇会」
○カラオケのど自慢　○会場大抽選会

　○大分みらい信用金庫「フラダンス
ショー」　

４／４（土）　○松原会場開場式　
　○庄内子供神楽　○まつりぜんざい大
盤振舞い　○別府自衛隊音楽隊演奏　
○交通安全教室　○よさこい

　○大正琴演奏「琴香会」　　
　○フラダンスショー　
　○ダンシングチームＯＮステージ　
○舞踊「芳生会」　○松原夜市　

　○楊志館高校太鼓　
　○響ウインドアンサンブル演奏　
　○ミナミ演芸グランドショー　
　○会場大抽選会　○古戦場太鼓
４／５（日）　○苗木無料配布会

鉄輪会場【大谷公園】
４／４（土）　○神事　○御神輿　
　○お囃子　○座前　○御神楽
　○庄内雲取神楽　○甘酒提供
４／５（日）　○道中踊り　○神事　
　○温泉たまご提供　○御還幸　
　○舞踏競演会　○花柳鶴冨久社中　
○餅まき

堀田会場【堀田温泉駐車場】
４／４（土）　○お接待　○餅まき
　○堀田音頭・ひょっとこ踊り　　
　○灯明祭り

４月１日㊌
　～５日㊐

市内温泉無料開放！
※対象の施設はお問い合わせいただくか、まつりＨＰでご確認を。

※イベント内容やスケジュールは都合により
変更する場合がございます。ご了承ください。

実行委員会事務局（別府市観光協会内）

※交通規制あり
　Ｐ 27 へ

水

木

金

土

日

※各会場のお接待は無くなり次第終了。

各地域のまつり
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３月の納期
●国民健康保険税
　〈普通徴収〉（第 10 期）

●介護保険料
　〈普通徴収〉（第 10 期）

●水道料金・下水道使用料
　（南地区：１・２月分）

人口と世帯
令和２年１月末現在住民基本台帳

（前月比）
人　口 …… 116,585 ( － 209)

　男 …… 53,608 ( － 98)

　女 …… 62,977 ( － 111)

世帯数 …… 62,153 ( － 149)
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961
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1,382

出生　

44

死亡　
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（４月）【編集後記】制作スタッフ有志と一緒に約２か月かけて
「大分ふるさとＣＭ大賞」の 30 秒ＣＭを制作しました。
結果は２月 9日に発表され、残念ながら入賞はできま
せんでしたが、制作を通して様々な人の温かさに触れ別
府のことがますます好きになりました。ご協力いただい
たすべての人にお礼を申し上げます。自分自身では金メ
ダル級の作品を仕上げたと自負しています。
Youtube や市役所ロビーのシアターで随時
上映していますので是非ご覧ください。（Ｍ）

転入　

274

転出　

434

出生　

79

死亡　

163

転入　

274

転出　

434

出生　

79

死亡　

163

転入　

274

転出　

434

出生　

79

死亡　

163

転入　

234

転出　

353

出生　

64

死亡　

154

（１月）
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◆軽自動車やバイクの
　廃車・名義変更などは
　３月中に！

期間：４月１日㊌～５日㊐
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◇八幡朝見神社◇八幡朝見神社
✿開会奉告祭　✿別府八湯献湯祭
✿御神火採火式　10 時 30 分～

✿扇山火まつり（扇山）※雨天延期
　18 時 30 分～　火入れ　
※風向きによって灰が飛来しご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いします。
✿べっぷ♨フロマラソン（市内各所）
出発式　６時30分（別府駅東口広場）
～４／５（日）まで

◆地獄めぐり無料開放
※市内在住の 70 歳以上の人（年齢、住
所がわかる身分証をお持ちのご本
人）、市内在住の障害者手帳をお持
ちの人（ご本人）に限ります。
※詳細はお問い合わせください。

◇別府駅前通り
✿湯けむり総パレード　13 時～
✿神

み こ し

輿の祭典　14 時～
✿湯♨ぶっかけまつり　15 時～
✿丼フェスべっぷ駅市場
　11 時から売り切れ次第終了

✿温泉バス（市内各所）10 時～
✿丼フェスべっぷ駅市場
　11 時から売り切れ次第終了
◇トキハ別府店
✿ミス別府表彰式　14 時～
✿お楽しみ抽選会　14 時 30 分～
✿温泉道名人集合イベント
温泉まつりだよ！全員集合　15 時～

✿温泉バス（市内各所）10 時～

明礬会場【明礬温泉地域】
４／４（土）　○お接待　
　○温泉特別イベント

浜脇会場【浜脇温泉広場】
４／４（土） ○フリーマーケット　
○餅まき　○富くじ販売・抽選会

海門寺公園会場【海門寺公園】
４／４（土） ○庄内神楽　○餅まき
○フラダンス　○縁日露店

　○博堂村フォークライブ ○子供舞踊
４／５（日）○縁日露店

亀川会場【亀の甲広場】
４／４（土）　○お接待　○抽選券配布、
抽選会　○北部中学校吹奏楽部演奏

　○亀川小５年生の合唱　
　○溝部学園「大正琴」演奏　
　○竈神楽、餅まき　○湯かけ亀まつり

松原会場【松原公園】
４／３（金） ○浜脇こども太鼓　
　○相撲甚句祝い唄　○舞踊「寿扇会」
○カラオケのど自慢　○会場大抽選会

　○大分みらい信用金庫「フラダンス
ショー」　

４／４（土）　○松原会場開場式　
　○庄内子供神楽　○まつりぜんざい大
盤振舞い　○別府自衛隊音楽隊演奏
○交通安全教室　○よさこい

　○大正琴演奏「琴香会」　　
　○フラダンスショー　
　○ダンシングチームＯＮステージ　
○舞踊「芳生会」　○松原夜市　

　○楊志館高校太鼓　
　○響ウインドアンサンブル演奏　
　○ミナミ演芸グランドショー　
　○会場大抽選会　○古戦場太鼓
４／５（日）　○苗木無料配布会

鉄輪会場【大谷公園】
４／４（土） ○神事　○御神輿　
　○お囃子　○座前　○御神楽
　○庄内雲取神楽　○甘酒提供
４／５（日） ○道中踊り　○神事　
　○温泉たまご提供　○御還幸　
　○舞踏競演会　○花柳鶴冨久社中　
○餅まき

堀田会場【堀田温泉駐車場】
４／４（土）　○お接待　○餅まき
　○堀田音頭・ひょっとこ踊り　　
　○灯明祭り

４月１日㊌４月１日㊌
　～５日㊐　～５日㊐

市内温泉無料開放！市内温泉無料開放！市内温泉無料開放！市内温泉無料開放！市内温泉無料開放！
※対象※対象の施設はお問い合わせいただくか、まつりＨＰでご確認を。の施設はお問い合わせいただくか、まつりＨＰでご確認を。の施設はお問い合わせいただくか、まつりＨＰでご確認を。

※イベント内容やスケジュールは都合により
変更する場合がございます。ご了承ください。

実行委員会事務局（別府市観光協会内）

浜脇会場【浜脇温泉広場】
○フリーマーケット　

※交通規制あり
　Ｐ 27 へ

水

木

金

土
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※各会場のお接待は無くなり次第終了。

各地域のまつり各地域のまつり

亀川会場【亀の甲広場】
４／４（土）

　○亀川小５年生の合唱　
　○溝部学園「大正琴」演奏　
　○

期間：４月１日㊌～５日㊐
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延 期 し ま す


