
SUMMER 　  in HOKUTO の夏 この夏、市内で各種イベントが開催されます。
新型コロナウイルス感染症対策や熱中症対策をして楽しみましょう。

本町商店街振興会　　　  北斗市商工会支所 ☎77-8107本町商店街振興会　　　  北斗市商工会支所 ☎77-8107本町商店街振興会　　　  北斗市商工会支所 ☎77-8107

本町市街通り開通記念「夏の大売り出し・サマーチャンス大抽選会」
　令和４年７月１６日㈯から３１日㈰まで、参加店での買い物５００円毎につきスクラッチくじ
１枚をプレゼントします。スクラッチくじをこすって当たりが出たら５００円分の金券として、
その場で利用できます。

主催・問

主催 問

 ○ステージ
　・それいけ！アンパンマンショー  　
　　1部 9：30～10：00、2部 13：00～13：30
　・ＦＭいるかステージショー 
　　 出演 　暁月めぐみ、みはる
　 ※掲載以外にも多数のステージイベントを予定して
　　 おります。
 ○商店街通
　・上磯小学校よさこい演舞 ／11：20～11：40
　・バルーンパフォーマンス ／11：00～12：00
 ○ＦＭいるか公開生放送
　 夏だ！まつりだ！北斗市だ！2022
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第17回 北斗市夏まつり

 ○と　き　令和4年7月16日㈯　16：30～20：00
 ○ところ　北斗市総合分庁舎裏駐車場（本町集会所前）
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 ○ステージ
　・大野中学校吹奏楽／16：30～17：00
　・彩川さくら歌謡ショー／19：00～19：30
　・開通記念品配布／20：00（数量限定・先着順）
 ○飲食物・特産品等の販売
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本町商店街振興会  夜店２０２２ 北斗市本町市街通り
開通記念イベント

場所　上磯漁港
時間　19：30～20：00
※詳しい内容は、チラシをご覧ください。

花火大会

北斗市夏まつり実行委員会（北斗市商工会内） ☎73-2408
※山車行列は、中止します。

 ○と　き　令和4年7月31日㈰　８：30～20：00
 ○ところ　北斗市商業活性化支援センター「エイド’03」駐車場
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SUMMER 　  in HOKUTO ほくと
　今年の夏もほくとの海で楽しもう！
○開設期間　令和４年７月16日㈯～8月14日㈰
　　　　　　 ※８月１３日は休場
○遊泳時間　10：00～16：00
○駐車場　110台（混雑時は制限をかけることがあ
　　　　　ります）
○駐車場出入口ゲートの開閉／8：30～18：00
●海水浴場からのお願い
　①発熱のある方は入場をご遠慮ください。
　②入場の際は手指消毒をお願いします。
　③遊泳中や砂浜で休憩中は密接、密集を避けてください。
　④指定区域外での遊泳は禁止です。 監視員の指示に
　　従って安全な遊泳を楽しんでください。
　⑤海の魚貝を採ってはいけません。
　⑥公園内における飲酒、火気使用、バーベキューは禁止です。
　⑦ごみはお持ち帰りください。
　⑧近隣の店舗駐車場、私有地への駐車はご遠慮ください。
　　市役所観光課観光係［内線282］
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○と　き　令和４年７月23日㈯  11：00～21：00
　　　　　　　　　　   24日㈰  11：00～18：00
○ところ　新函館北斗駅前イベント広場
　道南の４事業者のクラフトビールや、
美味しいグルメが大集合！
　　 ほっくるの会
　 　一般社団法人北斗市観光協会 ☎77-5011
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○と　き　令和４年７月30日㈯ 15：00～20：30
○ところ　北斗市商業活性化支援センター
　　　　　「エイド’03」駐車場
　ステージイベントを見ながら美味しい
ビールとグルメを楽しもう！ 
　　　　  青二祭実行委員会 ☎73-6656
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○と　き　令和４年8月6日㈯ 16：00～20：30
○ところ　七重浜住民センターれいんぼ～駐車場
　地元小中学生によるステージや
美味しいグルメを楽しもう！
　　 七重浜商店会
　　 北斗市商工会 ☎73-2408
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―石別地区―
●場所／中田商店
　　　　（当別4-1-18   ☎75-3116）
●時間／ 9：00～17：00（～11/30）
●台数／電動アシスト付自転車…5台
　　　　マウンテンバイク………2台
●料金／4時間まで500円、
　　　　終日1,000 円
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―新函館北斗駅地区―
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　自転車でのんびり気ままに、巡ってみませんか？　自転車でのんびり気ままに、巡ってみませんか？　自転車でのんびり気ままに、巡ってみませんか？

～石別地区、新函館北斗駅地区でレンタル自転車実施中！～

主催・問

【注】①天候等により利用できない場合がございます。②日にちをまたいだご利用は出来ません。③中学生以下のご利
用の場合は、保護者同伴の場合のみ貸出しを行います。   　　石別地区観光推進事業実行委員会　☎73-3111

イベントに参加する際には、新型コロナウイルス感染症や熱中症に十分注意した行動をお願いします。

問

問

問

問

主催

主催

七重浜海水浴場オープン

レンタル自転車

道南クラフトビアガーデンｉｎ新函館北斗駅

上磯駅前ビアガーデン青二祭

七重浜商店会納涼夏まつり
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