
北斗市内行事・イベント情報

その他 脳に損傷を受けた方や

家族の悩みを聴く相談

会のご案内

・日時/9月20日（木）

　13:30～15:00

・場所/北斗市役所第1会議室

交通事故、頭部強打、脳の病気などにより脳に障害を受けた

人のほとんどが高次脳障がい者と言われ、様々な障がいを

持っています。しかし、見た目には正常にみえるので、障が

いが周囲には理解されず家族や本人が困っているにもかかわ

らず相談できずにいる方が多い現状です。そのため、本人や

家族のための相談会を開催いたします。

コロポックル TEL：

0138-22-6188

イベント

情報

北斗市商工観光まつり

in八郎沼

・日時／9月23日(日)

 10:00～15:30

・場所／八郎沼公園

北斗市の秋の一大イベントとして観光振興と地域活性化を図

る目的でイベントを開催します。

【予定企画】

・ＦＭラジオ公開生放送

・ステージイベント(ライブ、ダンス、キャラクターショー)

・子供向けふわふわ遊具(ずーしーほっきーなまものどぉ～

む)

・縁日出店、特産品の販売

※雨天時は行事内容及び時間帯を変更する場合があります。

北斗市商工会支所

TEL：0138-77-8107

イベント

情報

第12回北斗市少年少女

兼市民駅伝競走大会

・日時／9月23日（日)

・場所／北斗市運動公園周辺コース

市民対象でチームを構成し、陸上競技場をスタート・ゴール

として運動公園周辺（特設コース）を駅伝、練習の成果を競

い、市民の陸上競技のレベル向上を図るための駅伝大会で

す。

・種別：小学男子・女子、中学男子・女子、一般の部

・出場資格：市内在住・在勤者、市内スポーツ・体育協会会

員

・参加料／無料

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

その他 第７回特別展　いまふ

りかえる昭和の北斗展

－新しい時代と平和へ

のおもいをこめて－

日時／9月23日（日）～11月25日

（日）午前9時～午後5時

場所／北斗市郷土資料館（北斗市総

合分庁舎内２階）

※10月1日（月）と11月5日（月）は

休館日のため公開しておりません。

入場料／無料

平成が終わり、来年から新しい元号へと代わります。そんな

時代の岐路に立つ（いま）だからこそ、《昭和のあの頃》の

資料を通して、平和について思いをはせてみませんか。北斗

市郷土資料館収蔵品より、戦前～戦中～戦後の資料（軍装

品・戦時代用品などの生活資料・玩具・教科書・雑誌・写

真・パネルなど）を展示し、当時をふりかえります。

※中山地区開拓・旧大野町中山分校の記録写真も同時に展示

いたします。

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

海岸線クリーン作戦 ・日時／9月30日（日）　8:00～

（1時間程度）

・場所／七重浜から当別までの海岸

線（17地区）

地元町内会及び住民ボランティアなどのご協力により実施し

ている海岸線クリーン作戦を実施します。

環境課環境係 TEL：

0138-73-3111(内線

122)

イベント

情報

第１３回北斗市高齢者

運動会

・日時/10月1日（月）

　9:30～

・場所/北斗市総合体育館、北斗市ス

ポーツセンター

・高齢者の皆さんがスポーツとレクリエーションを通じて、

健康増進といきがいの充実を満喫し、ふれあいの輪を広げる

ことを目的に運動会を開催いたします。

保健福祉課高齢者・介

護保険係 TEL：0138-

73-3111(内線156)

観光情

報

石別ホリデーウォーキ

ング

・日時／10月毎週土日祝 石別地区の観光施設等を巡り、クイズに答えて特産品を当て

る｢石別ホリデーウォーキング」を開催します。

期間中、普段見ることができないトラピスト修道院や葛登支

岬灯台の内覧や、石別の自然を満喫するノルディックウォー

キングなども開催します。

観光課観光係 TEL：

0138-73-3111(内線

282)

イベント

情報

第13回市民スポーツの

集い

・日時／10月7日（日)

・場所／北斗市運動公園内

市民の皆さんがスポーツに親しみ、市民の健康と体力の保持

増進に努め、かつ積極的にスポーツする意欲を高揚させ、住

みよい社会づくりを目指すために、北斗市運動公園内（各種

競技会場）において、９種目の競技を実施します。

・種目：マラソン、野球、ﾐﾆﾊﾞﾚｰ、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ、ﾃﾆ

ｽ、弓道、水泳、親子ふれあい

・出場資格：市内在住・在勤者、市内スポーツ・体育協会会

員

・参加料／無料

社会教育課社会教育係

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

第47回美ケ丘収穫感謝

の日・北斗ふれあい広

場2018in美ケ丘

日時／10月7日（日）10：00～

場所／ふじの学園グラウンド

・社会福祉法人 函館緑花会、北斗市社会福祉協議会主催

・施設入所者と地域の方が一同に会し、秋の実りと自然の恵

みに感謝し、「収穫感謝の日」を楽しむイベントです。

美ヶ丘敬楽荘　白幡

TEL：0138-77-7345

イベント

情報

第５１回ゆうあい祭・

ふれあい広場２０１８

「ほくと」

日時／10月7日（日）10：00～

場所／地域交流ホーム夢

・これまでの「おしまコロニー祭」を「ゆうあい祭」に名称

変更して開催するもので、出店のほか、函館西高校吹奏楽部

による演奏やダンスなどのアトラクションがあります。

侑愛会星が丘寮　唐川

TEL：0138-75-2178

イベント

情報

子育て支援センター

「にこにこ運動会」

・日時／10月11日（木）

　10:00～12:00

・場所／北斗市総合体育館

・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、「運動会」を開催します。

ハイハイ競争やパン食い競争などの競技があり、毎年子ども

達がゴールを目指し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／9月10日（月）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

杉山清貴コンサート ・日時／10月14日（日）17:30開演

（17:00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

「さよならのオーシャン」「風のLONELY WAY」などで知ら

れる杉山清貴のコンサートです

・入場料／全席指定5,000円（当日500円増）

※前売り券が完売した場合は当日券の販売はありません。

・発売日／7月19日（木）

なお、かなで～る協会員は7月11日（水）より先行販売。

北斗市かなで～る協会

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

北海道150年記念第12

回北斗市市民植樹祭

日時/10月14日（日）10:00～

場所/きじひき高原

きじひき高原で森づくりを進めるため、植樹祭を開催しま

す。

農林課農林係 TEL：

0138-77-8811

イベント

情報

夜の図書館 日時／10月19日（金）・20日（土）

両日とも18：00～21：00

場所／北斗市立図書館（本館）

閉館後（夜）の照明が消えた図書館を開放し、館内を探検す

るとともに、読み聞かせや本の貸出などを行います。

【内容】

・通常開館と同様に、図書の貸出・返却、資料閲覧や利用登

録を実施。

・ブラックライト・シアターなどを用いた「おはなし会」を

各日とも２回開催。（午後７時～午後７時１５分、午後８時

～午後８時１５分）

・館内は照明を点けないので、各自、懐中電灯を持参。

・対象は制限しないが、幼児は保護者同伴、児童は保護者の

送迎が必要です。

北斗市立図書館（事務

取扱:社会教育課社会教

育係） TEL：0138-74-

2071

イベント

情報

れいんぼ～祭り ・日時／10月20日（土）～10月21日

（日）

　10時00分～14時00分

・場所／七重浜住民センター（れい

んぼ～）

センター定期利用団体の活動発表の場及び地域住民が集い、

交流を深める場として、毎年恒例のれいんぼ～祭りを開催し

ます。

・展示、舞台発表、フリーマーケット、体験コーナーなど

・各種飲食販売

七重浜支所窓口係

TEL：0138-49-2356

イベント

情報

せせらぎ温泉で「マル

メロ風呂」を実施しま

す

・10月23日（火）～28日（日）・場

所/せせらぎ温泉、予定

毎年恒例の「マルメロ風呂」のサービスを行います。北斗市

特産のマルメロは「西洋カリン」と呼ばれ、熟すと、果皮が

明るい黄色になり、甘い香りが漂います。「マルメロ風呂」

につかって、心地よい香りに包まれて、身も心も癒されてみ

ませんか。

市民窓口課市民窓口係

TEL：0138-77-8811
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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

新函館北斗駅前

土曜市

・日時／10月27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、音楽サークルなどによる演奏会

　(午前、午後1回)

　※雨天の場合は、演奏場所が変更になる場合があります。

・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があります。

・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)

その他 「一日図書館司書」を

募集

日時／10月27日（土）・28日

（日）・11月3日（土）・4日

（日）・10日（土）・11日（日）

※日にちにより学年指定。

※時間については各学年により異な

る。

場所／北斗市立図書館本館・北斗市

立図書館分館

小学生に一日図書館司書となって、図書館の仕事を実際に体

験していただきます。

【内容】

・小学1年生⇒10月27日（土）

　　①10:00～11:00　②13:30～14:30

・小学2年生⇒10月28日（日）

　　①10:00～11:15　②13:30～14:45

・小学3年生⇒11月3日（土）

　　①10:00～11:30　②13:30～15:00

・小学4年生⇒11月4日（日）

　　①10:00～11:45　②13:30～15:15

・小学5年生⇒11月10日（土）

　　①9:30～11:30　②13:30～15:30

・小学6年生⇒11月11日（日）

　　①9:30～11:30　②13:30～15:30

定員／各回とも本館8名、分館3名

北斗市立図書館（事務

取扱:社会教育課社会教

育係） TEL：0138-74-

2071

イベント

情報

第１３回北斗市民文化

祭（かなで～る会場）

日時／10月27日（土）

○展示部門：午前9時～午後4時

　　　10月28日（日）

○展示部門：午前9時～午後3時

○舞台部門：正午～午後2時

場所／北斗市総合文化センター（か

なで～る）

各種団体等による展示発表や舞台発表を行います。また、協

賛コーナーとして、喫茶、食堂、バザー、即売会なども実施

いたします。

北斗市文化祭実行委員

会（かなで～る会場）

（事務取扱:社会教育課

社会教育係） TEL：

0138-74-2000

イベント

情報

第３７回　北斗市茂辺

地さけまつり

・日時／11月3日（土・祝）　午前9

時50分～午後2時

・茂辺地川下流域特設会場

今年も北斗市の秋を彩る一大イベント「茂辺地さけまつり」

が行われます。毎年大好評のさけ鍋や、特設プールで水しぶ

きをあげて暴れるサケを捕まえる「さけのつかみどり」など

イベント盛りだくさん。その他にも新鮮な魚介類や、地元の

野菜などを特別価格で販売します。さけづくしのイベント

「北斗市茂辺地さけまつり」へ、ぜひお越しください。

観光課観光係 TEL：

0138-73-3111(内線

282)

イベント

情報

第１３回北斗市民文化

祭（公民館会場）

日時／11月3日（土・祝）

　展示部門：午前9時～午後5時

　カラオケ発表会：午前10時～正午

　舞台部門：午後1時～

　　　11月4日（日）

　展示部門：午前9時～午後3時

　カラオケ発表会：午前10時～正午

各種団体等による展示発表や舞台発表を行います。また、協

賛コーナーとして、喫茶、食堂、フリーマーケット、即売

会、茶道、読み聞かせなども実施いたします。

北斗市文化祭実行委員

会（公民館会場）（事

務取扱:社会教育課社会

教育係） TEL：0138-

74-2000

イベント

情報

郷土資料館まつり 日時／11月3日（土・祝）　午前9時

～午後5時

場所／北斗市郷土資料館、北斗市総

合分庁舎前駐車場

郷土資料館・収蔵室の収蔵品などを活用し、郷土の歴史・文

化・生活に親しでもらいます。また、各種体験コーナーなど

を実施いたします。

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000
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