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別府市 ①、③ チャレンジ子育て学級
幼・小・中学生の保護者を対象にした家庭教育
のあり方について学習する機会を提供します

10月12日
野口ふれあい交流セン
ター

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ①、③ にこにこ子育て学級
乳幼児の保護者を対象にした家庭教育のあり方
について学習する機会を提供します

10月15日
野口ふれあい交流セン
ター

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ①、③
べっぷっ子　子育てﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
ﾙ

家庭教育支援の活性化を図るため、講演等の学
びの場を通して、家庭や地域の教育力を高める
機会を提供します

11月23日
B-conプラザ
国際会議室

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ①
別府市青少年育成市民会議
リーダー研修会

中高生や青少年の健全育成に関わる方々を対象に、
これからの未来を生き抜くためにどのように過ごす
のかについて考え学びます

11月23日
B-conプラザ
国際会議室

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ①
公民館子どもひろば
放課後学習ひろば

地域住民が子どもたちと活動することをとおし、住
民のもつ知識・知恵・技能等を伝承し、子どもたち
にとっては、様々な体験活動を行う機会とします。

10月～11月の
水・土・日曜日

市内各小学校（東山小学校除く）・
別府市中央・中部地区・西部地区・
朝日大平山地区・南部地区・北部地
区公民館

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ②
別府市の教育を語る懇談会
事務局会

新しい時代を生きていく子どもたちのために、学
校・家庭・地域・教育行政、それぞれが果たすべき
役割を考える協議会

11月上旬 教育相談センター 別府市教育懇話会 無料
別府市教育相談センター
0977-26-0803

別府市 ①
古文書をよむ
　～ふるさとの歴史と文化
～

古文書を通して、ふるさとの歴史と文化の魅力
再発見の旅をします。

10月28日 別府市社会福祉会館 別府市中央公民館 無料 0977-22-4118

別府市 ①
古文書をよむ
　～ふるさとの歴史と文化
～

古文書を通して、ふるさとの歴史と文化の魅力
再発見の旅をします。

11月25日 別府市社会福祉会館 別府市中央公民館 無料 0977-22-4118

別府市 ① 子どもバドミントン教室
ルールや基本動作を学び、挑戦する意欲を養
い、個々の役割と思いやりの精神を身につけ
る。

10月23日
11月27日

北部地区公民館 北部地区公民館 無料 0977-67-8300

別府市 ① 亀川小学校５年生ミシン支援
家庭科実習において、地域ボランティアの寄り
添い支援活動を実施する。

10月12日・19
日・26日

亀川小学校 北部地区公民館 無料 0977－67－8300

別府市 ① 小学生チャレンジ教室
子ども体験活動「スポーツチャンバラ」の実技
を通して礼儀作法を学ぶ。

10月16日
11月20日

北部地区公民館 北部地区公民館 無料 0977－67－8300

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ西
部キャンパス

被災地での救助活動などから。食育の大切さや
繋ぐ命の尊さを学ぶ

10月8日 西部地区公民館 西部地区公民館 無料 0977-23-7330

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ西
部キャンパス

椅子に腰かけて行う指ヨガ＆セルフリンパケア 11月12日 西部地区公民館 西部地区公民館 無料 0977-23-7330

別府市 ① 切り絵教室
物づくりを通して、達成感や喜びを感じてもら
うと共に創造力や教養を養う

10月8日
11月12日

西部地区公民館 西部地区公民館

初回のみ
５００

円・前年
度参加者
は無料

0977-23-7330 主催講座

別府市 ① 筆文字パステルあーと教室
筆やパステルの使い方を学び、自由な発想で創
作を楽しむ

10月8日
11月12日

西部地区公民館 西部地区公民館
５００
円

0977-23-7330 主催講座

「おおいた教育の日」普及期間の取組（別府市）
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別府市 ① 呼吸法とヨガ
ヨガを通し呼吸法を正しながら、健康づくりを
助ける

10月7日
11月18日

西部地区公民館 西部地区公民館 無料 0977-23-7330 主催講座

別府市 ① やさしい手ごねパン教室
パン作りの基礎知識を身に付け、保護者同士交
流を深める

10月28日
11月25日

西部地区公民館 西部地区公民館
５００
円

0977-23-7330 主催講座

別府市 ① はじめての子ども茶道教室
おもてなしの心、礼儀、作法、和の心を身に付
ける

10月9日、16
日、11月27日

西部地区公民館 西部地区公民館
２００
円

0977-23-7331 子どもひろば
（スペシャル）

別府市 ① きっず英語教室
ネイティブの発音や、その国の文化や生活等を
学ぶ

11月20日 西部地区公民館 西部地区公民館 無料 0977-23-7332 子どもひろば

別府市 ①
三世代ふれあい教室
ウォーターグローブ体験教
室

ガラス瓶を使った小物づくりをします 10月9日 中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4321

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ
中部キャンパス

生活課題や地域課題について学習します
10月18日
11月29日

中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4322

別府市 ①
子どもひろば
書のあそび

小学生を対象とし、文字のなりたちから毛筆を
学びます

10月9日
11月13日

中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4323

別府市 ①
子どもひろば
APU「ASOVIVA」

外国にルーツを持つ小学生を対象に、母国語を
つかってコミュニケーションを図ります

１０月２４日
１１月２７日予

定
中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4324

別府市 ①
子どもスペシャル
子どものアトリエ

幼・小学生を対象とし、工作や絵を描いたりし
ます

10月16日
11月20日

中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4325

別府市 ① 公民館でべっぷ子育てLabo
中学校区の保護者が集い子育てに関する地域課
題を共有します

10月・11月
下旬予定

中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4326

別府市 ①
子どもひろばスペシャル
「チャレンジ教室」

子ども達がスポーツや地域行事にチャレンジし
ます。

10月9日
11月6日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ① 歌の音わか教室
音楽の持つ特性を用いた音楽療法をもとに、み
んなで一緒に楽しく歌う活動を行います。

10月1日、29日
11月5日、19日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ①
湯の街学びのカレッジ南部
キャンパス

成人教育全般、参加者同士の交流をすることに
より、活力ある地域づくりを目指します。

11月24日 南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ① らくらく指ヨガ健康教室
手の平や指を押したり、伸ばしたりすることに
より、体の不調の改善や健康増進を目指しま
す。

10月10日
11月12日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ①
はじめての「てごねパン」
教室

パン生地を手ごねから始め発酵させて、調理パ
ン、食パン、菓子パンなどを作る教室です。

10月26日
11月30日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ① 気功操体法気功太極拳
中国伝統の健康法の実技を取り入れ、中高年か
らの体力・体型作りを行います。

10月6日
11月10日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

https://www.city.beppu.o
ita.jp/sisetu/kouminkan/
05kouminkan_05-
05nanbu.html

https://www.city.beppu.oita.jp/sisetu/kouminkan/05kouminkan_05-05nanbu.html
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別府市 ①
子どもひろば
「やさしい書写教室」

小学生を対象に硬筆・毛筆を基礎から学びま
す。

10月23日
11月27日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ①
子どもひろば
「キッズ卓球教室」

小学生を対象に卓球を基礎から学びます。
10月23日
11月27日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ朝
日大平山キャンパス「あん
さんぶるコスモ」

日本の伝統楽器「箏」「篠笛」やフルートによ
るアンサンブル演奏会で、心身ともに癒されま
す。

10月5日 朝日大平山地区公民館
朝日大平山地区公民
館

無料 0977-66-1150

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ朝
日大平山キャンパス「落
語」

県南落語組合の方による落語を聴き、笑いで健
康増進を図ります。

11月2日 朝日大平山地区公民館
朝日大平山地区公民
館

無料 0977-66-1150

別府市 ①
世代間交流さわやか学級
「鉄輪温泉まち歩きと地獄
蒸し体験」

地域探検をしながら、ふるさとの良さを再発見
します。

11月13日 鉄輪温泉一帯
朝日大平山地区公民
館

0977-66-1150

別府市 ① おはなしの会（キッズ） 児童を対象に読み聞かせをします。 10月9日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① おはなしの会（ベビー） 乳幼児を対象に読み聞かせをします。 10月21日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
大人が楽しめる夜のおはな
しの会

大人が聞いてしっとりと楽しめるおはなし会を
します。

10月31日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① おはなしの会（キッズ） 児童を対象に読み聞かせをします。 11月6日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① おはなしの会（ベビー） 乳幼児を対象に読み聞かせをします。 11月18日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
タイルクラフトでコース
ターづくり！

いろんな色のタイルで、自分だけのコースター
を作ります。

11月20日 別府市立図書館 別府市立図書館 0977-23-2453 材料費1000円

別府市 ①
ベストセラーと名作から見
た日本庶民史

幅広いジャンルの作品を通して、その時々の日
本人の生きざまや文化のありようを学びます。

10月16日
11月20日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ 『十八史略』を読む
中国史の入門書「十八史略」を読み解き、当時
の人々の生き方や人生の知恵を学びます。

10月9日，23日
11月27日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ 大分歴史探訪 最新研究による日本史の新常識を学びます。
10月15日
11月19日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ おもしろ人生学
多彩な講師陣の個性豊かな生き方から、今を生
きるヒントを学びます。10月のテーマは「日本
の古典と王朝の美を探る」

10月22日
別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ 万葉をひもとく
日本最古の和歌集「万葉集」をひもとき、和歌
にまつわる歴史の背景や古代日本人の心情、人
物像にも迫ります。

10月 2日
11月 6日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ 宇治拾遺物語
197編の説話集「宇治拾遺物語」に描かれた当
時の人々の生活を、楽しみながら読み味わいま
す。

10月21日
11月18日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

https://www.city.beppu.o
ita.jp/sisetu/kouminkan/
05kouminkan_05-
05nanbu.html
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別府市 ① ○ 古典入門
王朝の人間模様が生き生きとつづられた「伊勢
物語」の世界観を読み味わいます。

10月26日
11月30日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ふるさとガイド
大分の歴史・文化・地形・自然等について学び
ます。10月のテーマは「大分県の植物と自然保
護」

10月19日
別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ② 大分県学校体育研究大会
体育の授業を公開し、体育の現状について教職
員相互の理解を深めます。

11月4日 上人小学校
大分県学校体育研究
会
大分県教育委員会

無料 0977－67-2278

別府市 ② 九重青少年の家宿泊訓練 5年生の宿泊訓練です。 11月8.9日 九重青少年の家 上人小学校 0977－67-2278

別府市 ② 文化祭 本校文化祭を公開します。 11月23日 東山小中学校 東山小中学校 無料 0977-27-5010

別府市 ② ふれあい作品展 児童生徒の作品展示を行います。 11/8～11/12 大分銀行別府支店 別府支援学校 無料 0977-24-0108

別府市 ② 地域ふれあい作品展 幼児児童生徒が授業で作成した作品を展示する 10月4～15日 大分銀行　鶴見支店 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ② 地域ふれあい作品展 幼児児童生徒が授業で作成した作品を展示する 10月18日～29日
大分みらい信用金庫
扇山出張所

別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ② 地域ふれあい作品展 幼児児童生徒が授業で作成した作品を展示する 11月8日～19日 別府発達医療センター 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ①
ノルディックウォーク健康
教室in別府①

県民を対象とした健康教室 10月6日 別府公園 香々地青少年の家 0978-54-2096

別府市 ①
ノルディックウォーク健康
教室in別府②

県民を対象とした健康教室 10月20日 別府公園 香々地青少年の家 0978-54-2096

別府市 ①
ノルディックウォーク健康
教室in別府③

県民を対象とした健康教室 11月3日 別府公園 香々地青少年の家 0978-54-2096

別府市 ①
ノルディックウォーク健康
教室in別府④

県民を対象とした健康教室 11月17日 別府公園 香々地青少年の家 0978-54-2096

別府市 ①.②
「多様化する食品の選択－食
品の表示から見えるもの－」

別府大学生や一般消費者を対象に、食品表示につ
いて学びます。

11月2日
別府大学32号館400番教
室

別府大学 無料
別府大学大学事務局教務課
（0977-66-9621）

※今後の感染状況に
よっては開催形態が
変更となる可能性あり

別府市 ①
「やさしい日本語」地域拡
大機関区会議

「やさしい日本語」の地域への普及拡大や事業につ
いて、地域住民が話し合いをします。（２回目／全
２回）

10月16日
別府市野口ふれあい交流
センター

県立図書館、別府市 無料
県立図書館 学校・地域支援
課
097-546-9975

別府市 ①
「やさしい日本語」コミュ
ニケーションワークショッ
プ

「やさしい日本語」を活用した、互いに暮らしやす
い地域づくりについて、地域住民と在住外国人が話
し合いをします。（１回目／全２回）

11月13日
別府市野口ふれあい交流
センター

県立図書館、別府市 無料
県立図書館 学校・地域支援
課
097-546-9975
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別府市 ② 校内授業研究会 公開授業研究会 11月1日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 明豊中学校　入学説明会 学校の説明、体験授業、部活動の相談等 10月30日 明豊中学・高等学校 明豊中学校 無料 0977-27-3311 当日参加可

別府市 ② 別府市の教育を語る懇談会
学校・家庭・地域・教育行政が一体となって行
動する契機とする

10月下旬～11月上旬 別府市役所
退職校長会、現職校
長会、教育委員会、
市PTA連合会

無料


