別府競輪開設 70 周年記念

オランダ王国友好杯
【ＧⅢ】開催！
入場無料

上位グレードであるＳ級トップレーサーがここ別府に

集結し、
「ココロ、沸かせ」のキャッチフレーズのもと、
白熱したレースが展開されます。ぜひ生のレースをお
楽しみください。観戦超初心者コーナーもあります。

日時
場所

12 月３日（木）～６日（日）９時 30 分開門
別府競輪場（亀川東町）

※今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベ

入場時のお願い

ントなどを実施せず、レースのみの開催となります。

➀マスクの着用
➁正門入口での検温
➂手指の消毒
➃ソーシャルディスタンスの取組
➄一定数以上に達した場合の入場規制
にご協力をお願いします。ご協力いただ
けない場合は、入場のお断りや退場の措
置を取らせていただく場合があります。

ご理解、ご協力をお願いします。

「競輪」は日本発祥のオリンピック種目であり、東京オリ

ンピックでもメダル獲得が有力視されています。最高時速

70km/h を超える、日本が生んだ世界のスポーツ「競輪」の
スピード感を間近で体感してみませんか。
問

別府競輪場

☎６７－５５７８

問題

別府を大好きな人が１年に１度別府に集う
「市民・学生大○○○」
( ヒント：２、３ページ）

『①答え（○の中に当てはまる文字）②郵便番号、
住所、氏名、年齢、電話番号③今月号で印象に残っ
た記事④市報へのご意見、ご感想など』を記入の
うえ、はがきまたは電子メールでお送りください
（１人１通）。正解者の中から抽選で５人に粗品を
進呈します。なお、当選者の発表は発送をもって
かえさせていただきます。
宛先

〒 874-8511 別府市秘書広報課
sec-ma@city.beppu.lg.jp

締切

11 月 20 日（金）必着

９月号の答えは「 まもり 」でした。
たくさんのご応募ありがとう
ございました。

♨別府市ホームページ（スマートフォン対応）
htt p s ://www.cit y.be p p u.oita. j p /

♨マチイロ

スマートフォン用アプリで市報がご覧になれます。

♨ＬＩＮＥ別府市

市政やイベント情報、災害情報を発信します。
お友達登録をお願いします。

ＬＩＮＥ
お友達登録

応募方法

別府市からのお知らせ

市ＨＰ

今月のクイズ

♨ Face べっぷ（Facebook 別府市ページ）

四季折々の行事や風景、様々なお知らせを発信しています。

♨ＣＴＢ別府市だより
月～金曜日

10：50、12：50、18：50、22：50（毎週月曜日更新）

♨バンブーシアター

市役所１階正面玄関ロビーに設置している大画面のシアター
で、別府の観光や文化の動画などを放映しています。

♨別府市災害連絡掲示板（Facebook）
♨テレドーム 火災などの情報 ☎０１８０（９９９）２００
♨テレドーム 津波などの情報 ☎０１８０（９９９）２７３
♨声の市報・点字市報 視覚に障がいのある方にお送りしてい

ます。秘書広報課（☎２１－１１２３）へお問い合わせください。
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※掲載している催しは、中止・延期になる場合があります。

イベント

※掲載している催しは、中止・延期になる場合があります。

イベント

別府市青少年育成
市民会議リーダー研修会

日時

11 月 21 日（土）

初冬のガーデニング教室
日時・定員（要申込・先着順）
①可愛いビオラの

14 時～ 15 時 30 分
講演

クリスマスリース

これからの社会を生きる君たち

講師

10 時～ 12 時

出口治明さん

・11 月 29 日（日）

別府市公会堂（上田の湯町）

時間

14 時～ 15 時 30 分（参加無料）
11 月 11 日（水）

テーマ

・11 月 28 日（土）

立命館アジア太平洋大学学長

場所

■第２回

（各回定員 15 人）

へ～考える力の鍛え方

湯けむり歴史講座

講師

みやげと温泉

イメージ

別府大学教授

■第３回

12 月２日（水）

テーマ

温泉観光地のできかた

13 時 30 分～ 15 時 30 分
②春を迎える

ー交通アクセス視点からー
講師

お正月の寄せ植え

別府大学教授

市役所１階レセプションホール

定員

市内在住または通学する中・高

13 時 30 分

校生 50 人（参加無料、先着順）

～ 15 時 30 分

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、今年の開催は中止します。
市福祉政策課 ☎２１－１００３

問

場所

別府公園東駐車場

芝生広場

（スターバックスコーヒー別府公園店横）

市社会教育課 ☎２１－１５８７

例年 11 月に開催していましたが、

イメージ

・11 月 29 日（日） 10 時～ 12 時

申込方法 11 月２日（月）16 時～電話

別府市戦没者追悼式
中止のお知らせ

☎２１－１５８７

・11 月 28 日（土）

場所

申 問

4,400 円

講師

11 月９日（月）～ 20 日（金）

に電話で下記へ。※土日除く。
申 問

体 の 歪 み の 原 因 を 探 り ま す。

・観戦はマスクを着用してください。

・大きな声での会話、応援などは控えていただ
・他の観戦者やスタッフなどとの距離（できる
だけ２ｍ以上）を確保してください。

☎２１－８０８８

ストレッチの指導付き。
料金

測定代 1,500 円

申込方法

電話または下記の窓口で申
込み。

場所・ 申

問

べっぷアリーナ
☎２１－２３２３

べっぷアリーナの
トレーニング室利用再開
新型コロナウイルス感染症の影響で
休止していたトレーニング室の利用を
再開しています。
◎～初めて利用する人向け～
※これまでは予約不要でしたが、完全
予約制になりました。

あった場合は観戦をご遠慮いただきます。
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10 時～ 17 時
内容 姿勢を専用の機械で測定し、身

トレーニング室利用講習

・入口で検温を行います。37.5 度以上の発熱が

き、手拍子などでの応援を推奨します。

11 月 19 日（木）、20 日（金）

市公園緑地課 ☎２１－１４７３

下記の感染症対策にご協力をお願いします
・ファンサービスの対応はありません。
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日時

甲斐チズさん

申込方法

実相寺多目的グラウンド

市スポーツ健康課

～身体を透かし見る３Ｄアプリ～

（花材・鉢込み、ドリンク・スイーツ付）

◆ 11 月 20 日（金）13 時～
クボタスピアーズ VS 宗像サニックスブルース
◆ 12 月６日（日）13 時～
サントリーサンゴリアス VS コカ・コーラレッドスパークス

問

膝痛や腰痛が気になる人へ
ピ
ー
ク
ア
ボ
デ
ィ
Ｐｅｅｋ a ｂｏｄｙ

※少雨決行です。
参加費

ジャパンラグビートップリーグ参戦チーム
観戦無料
別府合宿に伴う練習試合の開催
場所

中山昭則さん

市社会教育課

問

（各回定員 20 人）

で下記へ申し込み。

段上達雄さん

時間
人数制限を行いますの
で、事前申込みが必要
です。詳しくは市ホー
ムページやＳＮＳでお
知らせします。

定員

① 10 時

② 13 時

③ 16 時

④ 19 時

各回５人

申込方法

電話または下記の窓口で申
込み。

※利用料金など詳しくは下記へお問い
合わせください。
場所・ 申

問

べっぷアリーナ
☎２１－２３２３

