
北斗市内行事・イベント情報

イベント

情報

第13回サマーコンサー

ト

・日時／7月15日（日）13:30開演

（13:00開場予定）

・場所／北斗市総合文化センター

（かなで～る）大ホール

各小中高、一般による吹奏楽のコンサートです。

・入場料／300円（小学生以上）

函館市立高丘小学校／

髙橋聡 TEL：0138-57-

3381

イベント

情報

第68回函館地区吹奏楽

祭

・日時／6月23日（土）～24日

（日）10:00開演（9:30開場予定）

・場所／北斗市総合文化センター

（かなで～る）大ホール

各小中高、一般による吹奏楽の演奏会です。

・入場料／１日につき800円（小学生以上）

北海道函館西高等学校

／斎藤英基 TEL：

0138-23-8415

イベント

情報

第63回北海道吹奏楽コ

ンクール函館地区大会

・日時／7月28日（土）～29日

（日）10:00開演（9:30開場予定）

・場所／北斗市総合文化センター

（かなで～る）大ホール

各小中高、一般による吹奏楽のコンクールです。

・入場料／１日につき800円（小学生以上）

北海道函館西高等学校

／斎藤英基 TEL：

0138-23-8415

イベント

情報

新函館北斗駅前土曜市 ・日時／6月16日(土) 10:00～14:00

・場所／新函館北斗駅前イベント広

場

新函館北斗駅前地区の活性化を目的としたイベントを開催し

ます。

【予定企画】

・市内小中学校吹奏楽部による演奏(午前・午後1回)

　※雨天の場合は、演奏場所が変更になる可能性あり。

・各団体による飲食店や直販等の出店

　※小雨決行。内容は変更になる可能性あり。

・ずーしーほっきーのグリーディング

水産商工労働課商工労

働係 TEL：0138-73-

3111(内線285)

イベント

情報

ラジオ体操コンクール ・日時／6月17日（日）8:45

（受付8:30）

・場所／北斗市総合体育館

小学生の部、中学生の部、一般の部、混成の部に分け、正し

いラジオ体操の審査を行います。

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

第１３回北国の花とコ

ンサート

・日時／6月17日（日）11:00～15:00

　　作品展示11:00～、音楽発表

12:30～

・場所／北斗市総合文化センター

（かなで～る）大会議室

北国の花をイメージした文化団体協議会加盟サークルによる

作品展示と音楽発表を行うものです。

また、音楽発表においては、特別ゲスト出演としてNHKのど

自慢の専属尺八奏者である林成道氏による演奏も予定してい

ます。

・入場料／無料（要整理券）　整理券は、かなで～る・公民

館で配布

北国の花コンサート実

行委員会（事務局：社

会教育課） TEL：

0138-74-2000

イベント

情報

男性の料理教室 ・日時／6月19日（火）10：00～

・場所／総合文化センターかなで～

る

食生活改善協議会による料理教室を開催します。料理経験が

少ない男性でも簡単に楽しく調理できるメニューを用意して

います。

保健福祉課健康推進係

TEL：0138-73-

3111(内線153)

イベント

情報

北斗市平和祈念祭 ・日時／6月20日(水)　10:30

・場所／意冨比神社境内

日露戦争から太平洋戦争までの戦没者に対し、追悼の誠を捧

げ平和への誓いをするために開催します。

（社福）北斗市社会福

祉協議会 TEL：0138-

74-2500

イベント

情報

本気の移住相談会2018 ・日時／6月24日（日）10:30～16:30

・場所／東京（東京交通会館12Ｆカ

トレアサロンＡ）

北海道の自治体・企業計54団体が共同で、本気で北海道への

移住・定住を考えている方と、「住まい」「仕事」「子育て

環境」などをじっくり相談する、移住相談会へ北斗市が出展

します。参加は事前申込制。定員３００名までです。

企画課企画係 TEL：

0138-73-3111(内線

236)

イベント

情報

「市政スクール」参加

者募集

・日時／7月2日(月）

・集合場所・時間／総合分庁者(午前

8時30分)→市役所(午前9時00分)

・定員／40名程度

「市政スクール」北斗市と函館戦争

北斗市の名所や歴史、各種施設などを広く市民の皆さんに

知っていただくための市政スクールを開催します。

今回はあまり知られていない北斗市と箱館戦争のかかわりの

地をめぐります。

【申込】

市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜、茂辺地両支

所に備付の申込書にて６月２５日（月）までに提出、もしく

は市ＨＰに添付の申込用紙にて上記箇所に提出。

電話での申込は不可。

市民課市民係 TEL：

0138-73-3111(内線

112)

イベント

情報

親子で楽しむリズム遊

び

・日時／6月27日（水）10：00～

11：00

・場所／北斗市保健センター

・対象／0～3歳までの親子20組

・講師／片山正子（レクリエーショ

ンインストラクター・幼稚園教諭・

保育士）

北斗市母子保健推進員会主催のイベント。年に１回北斗市の

母子を対象に内容を変えて開催しています。今年はレクリ

エーションインストラクターの講師を招いて、リズム運動や

風船遊びなど、多彩な運動を紹介してもらいます。

子ども・子育て支援課

母子保健係 TEL：

0138-73-3111(内線

152)

平成30年6月8日時点　　
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北斗市内行事・イベント情報

分類 イベント等名称 開催日時・場所 主な内容 お問合せ先

イベント

情報

みなみ北海道移住・定

住フェア

・日時／6月30日（土）10：00～

17:00

7月1日（日）10：00～16:00

・場所／札幌（キタサンＨＩＲＯＢ

Ａ）

道南３自治体と合同で、道南地域への移住相談会を行いま

す。

企画課企画係 TEL：

0138-73-3111(内線

236)

イベント

情報

第2回　屋外ビアガー

デン

・日時／6月30日(土)、7月1日

(日)11:00～20:00

・場所／くーみん

東浜・久根別元気プロジェクトとして、久根別住民センター

「くーみん」で屋外ビアガーデンを開催します。また、こど

も縁日も同時開催。大人もこどもも楽しめるイベントとなっ

ています。

東浜・久根別地区住民

交流会実行委員会

TEL：73-5903

イベント

情報

きじひき高原まつりチ

ケット販売

【チケット販売】

・販売期間／7月2日（月）～8月15

日（水）

・販売箇所／北斗市役所、総合分庁

舎、七重浜・茂辺地両支所、あぐり

へい屋、北斗市観光協会（観光案内

所）、チケットぴあ（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）、

ローソンチケット

【きじひき高原まつり】

・日時／8月19日（日）、10:00～

14:30（開会式11:00～）

・場所／きじひき高原見晴公園

北海道新幹線新函館北斗駅から車で20分、函館山から大沼・

駒ヶ岳までの絶景を一望できる「きじひき高原見晴公園」を

会場に、北斗産の黒毛和牛やブランド牛、サフォーク、ホッ

キ等の海産物などのバーベキューが楽しめます。コンロや

炭、食器、タレなどを用意しているので、手ぶらでバーベ

キューが楽しめます。その他にも丸太の早切り大会やポニー

の乗馬体験などもできます。

○食材販売枚数　品目/単価/販売数

・北斗産黒毛和牛肉BBQ（200ｇ）/1,800円/450枚

・北斗産黒毛和牛肉ステーキ（180ｇ）/2,000円/120枚

・北斗プライムビーフブロック（交種、300ｇ）/1,800円

/300枚

・北斗産サフォークBBQ（300ｇ）/1,800円/150枚

・海鮮BBQセット（ﾎｯｷﾊﾟｯｸ250ｇ、ﾎﾞｲﾙ冷凍ﾂﾌﾞ2個、ﾎﾀﾃ冷

凍4枚）/1,000円/200枚

・野菜セット（2人前）/200円/300枚

きじひき高原まつり実

委（市役所観光課）

TEL：0138-73-

3111(内線282)

その他 北斗市一斉「旗の波運

動」

・日時／7月5日（木）　14:30～

　　　　　（３０分程度）

・場所／市内小中学校付近

　　　　　（15箇所）

北斗市内の各小・中学校、高等学校から最寄りの主要道路に

おいて、学校児童・生徒及び地域住民と共にドライバーへ交

通安全啓発を行います。

総務課交通防災係

TEL：0138-73-

3111(内線212)

大会・

コンベ

ンショ

第３回　ニッポンハム

レディスクラシック

・日時／7月6日（金）～8日（日）

・場所／アンビックス函館倶楽部

上磯ゴルフコース

ニッポンハム社の拠点がある北海道を盛り上げていきたいと

いう願いのもと開催される日本女子プロゴルフのトーナメン

トです。

ニッポンハムレディス

クラシック大会事務局

TEL：03-6430-9557

イベント

情報

せせらぎ温泉内　　泡

風呂での変わり湯サー

ビス

・日時／7月10日(火)～7月16日(月・

祝)　　　６日間

・場所／せせらぎ温泉(泡風呂)

毎年、中温湯でマルメロやゆずを使用した変わり湯を実施し

ます。

今回初の試みとして泡風呂に「スカイミント入浴剤」（変わ

り湯）を入れ、リフレッシュしながら、身も心も涼んでもら

う企画です。

市民窓口課市民窓口係

TEL：0138-77-8811

イベント

情報

福祉職移住東京セミ

ナー

・日時／7月11日（水）12：30受付

開始

・場所／東京（ふるさと回帰支援セ

ンター）

介護福祉職への就業を考えている人をターゲットに市内の社

会福祉法人5社と共同で就業・移住合同説明会を開催しま

す。

企画課企画係 TEL：

0138-73-3111(内線

236)

イベント

情報

子育て支援センターな

つまつり

・日時／7月11日（水）10：00～

11：30

・場所／北斗市保健センター

・対象／0歳～就学前の幼児及び保護

者

・定員／子ども120名（定員になり次

第締め切り）

北斗市子育て支援センター連絡協議会「にこにこクラブ」で

は、「なつまつり」を開催します。

ヨーヨーやくじなど色々なコーナーがあり、毎年子ども達が

ゆかたや甚平を着て楽しく参加しています。

参加費／子ども1人につき100円

申込／6月7日（木）より受付開始。参加申込はお電話で各支

援センター。

子ども・子育て支援課

子育て支援係 TEL：

0138-73-3111(内線

163)

イベント

情報

第11回子ども会対抗わ

んぱく相撲大会

・日時／7月14日（土）午後1:00～

選手受付 午後12時30分

開会式午後1時00分

・場所／北斗市中野通近隣公園特設

土俵（北斗市保健センター裏）

・参加者／市内子ども会会員で市内

の小学1年生～6年生までの男女

市内子ども会会員の交流、親睦を図り、仲間意識をより深め

るため子ども会対抗わんぱく相撲大会を開催します。

【主催】北斗市子ども会育成連絡協議会

【申込】

市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課へ参加申込書を７月４

日（水）までに提出。子ども会安全会保険に未加入の方は加

入が条件（保険料120円）

北斗市子ども会育成連

絡協議会（事務取扱:市

民課市民係） TEL：

0138-73-3111(内線

112)

イベント

情報

北斗市戦没者慰霊祭 ・日時／7月14日(土)　10:30

・場所／忠魂碑境内

日露戦争から太平洋戦争までの戦没者に対し、追悼の誠を捧

げ平和への誓いをするために開催します。

（社福）北斗市社会福

祉協議会 TEL：0138-

74-2500
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北斗市内行事・イベント情報

分類 イベント等名称 開催日時・場所 主な内容 お問合せ先

イベント

情報

本町商店街夜店 ・日時／7月14日(土)17:30～21:00

・場所／北斗市総合分庁舎前　駐車

場

地元市民と商店街会員の相互交流と商店街の賑わいの場創出

を目的としたイベントが開催されます。

【予定企画】

・演奏やダンスなどの催し

・北斗會神輿渡卸

・昔の玩具遊び体験（子供対象）

北斗市商工会支所

TEL：0138-77-8107

大会・

コンベ

ンショ

ン

北海道ハンディキャッ

プ水泳大会

・日時／7月15日（日）9:00～15:00

・場所／北斗市民プールかみんぐ

道内において、心身に障がいのある青少年を対象に、水泳を

通して活動している団体及びサークル等が、日頃の練習成果

を発表し、お互いの理解を深めるとともに、身体的、精神的

にも障がいを克服する意欲を養い、積極的な社会参加を目的

に、北海道ハンディキャップ水泳連絡協議会が主催して開催

されます。

北斗つくしんぼの会

（工藤） TEL：0138-

74-2880

観光情

報

七重浜海水浴場オープ

ン

･開設期間／7月21日（土）～8月19

日（日）、ただし、8月13日は休場と

なります。

今年も七重浜海水浴場が開設されます。週末や夏休み期間に

入りますと、駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機

関や、いさりび鉄道七重浜駅前にある七重浜住民センター駐

車場をご利用ください。

なお、海水浴場の出入口ゲートは8:30～18:00までとなって

おりますのでご注意ください。

　■駐車場130台（無料）　■温水シャワーあり　■トイレ

あり

観光課観光係 TEL：

0138-73-3111(内線

282)

イベント

情報

第13回　北斗市夏まつ

り

・日時／7月22日(土)9:00～21:00

・場所／エイド’03駐車場内

毎年恒例の夏まつりを開催します。

・ＦＭいるか公開生放送(歌謡ショー、アンパンマンショー)

・地域団体によるステージパフォーマンス

・水晶玉ジャグリング、ダイヤモンドアートなどのパフォー

マンス

・恒例の山車行列、花火大会

・各種屋台の出店

北斗市商工会 TEL：

0138-73-2408

イベント

情報

新函館北斗駅前

土曜市

・日時／7月28日(土) 10:00～14:00

・場所／新函館北斗駅前イベント広

場

新函館北斗駅前地区の活性化を目的としたイベントを開催し

ます。

【予定企画】

・市内音楽サークルによる演奏会(午前、午後1回)

　※雨天の場合は、演奏場所が変更になる場合あり。

・各団体による飲食店や直販等の出店

　※小雨決行。内容は変更になる場合あり。

・ずーしーほっきーのグリーディング

水産商工労働課商工労

働係 TEL：0138-73-

3111(内線285)

イベント

情報

English Camp in 茂辺

地

・日時／7月27日（金）～28日(土)

（１泊２日）

・場所／北斗市立茂辺地小・中学校

・指導者にALT等のネイティブスピーカーや、市内の英語教

師などを迎え、遺愛女子高校の英語科の生徒や市が開催する

英会話講座受講者などがボランティアスタッフとして参加

し、茂辺地の地域の方々と触れ合いながら、楽しく英語を学

ぶ２日間となっております。

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

きっずアドベンチャー

２０１８

・日時／8月3日（金）～5日(土)

（２泊３日）

・場所／北斗市立石別中学校他

・北斗ロータリークラブ、陸上自衛隊函館駐屯地、北斗消防

署函館大谷短期大学の学生などの協力のもと、自然豊かな石

別地区を会場に登山や海水浴など自然体を通して、夏休みの

楽しい思い出づくりや仲間づくりをする３日間となっており

ます。

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

劇団四季ファミリー

ミュージカル「魔法を

すてたマジョリン」

・日時／8月18日（土）16:00開演

（15:30開場予定）

・場所／北斗市総合文化センター

（かなで～る）大ホール

劇団四季によるファミリーミュージカルです。

・入場料／［大人］Ｓ席5,400円、Ａ席3,240円

［小学生以下］Ｓ席3,240円、Ａ席2,160円　※3歳以上有料

・発売日／6月9日（土）

なお、かなで～る協会員は6月4日（月）より先行販売を実

施。

北斗市かなで～る協会

TEL：0138-74-2000
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北斗市内行事・イベント情報

分類 イベント等名称 開催日時・場所 主な内容 お問合せ先

イベント

情報

ビューティー＆ミラク

ルロングタイムショー

・日時／9月2日（日）16:00開演

（15:00開場予定）

・場所／北斗市総合文化センター

（かなで～る）大ホール

モノマネ芸人ビューティーこくぶとミラクルひかるによるコ

ラボステージです。

・入場料／全席指定6,200円

・発売日／6月25日（月）

なお、かなで～る協会員は6月8日（金）より先行販売。

北斗市民は6月15日（金）より先行発売を実施。ただし、

「北斗市民先行発売」の記載のあるチラシを持参するか、北

斗市民であることを確認できる運転免許証などの身分証明書

の提示が必要。

北斗市かなで～る協会

TEL：0138-74-2000
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