
北斗市内行事・イベント情報

イベント

情報

三橋三智也　遺品・記

念品大展示会

・日時／11月4日（日）～11月30日

（金）9:00～17:00

・場所／北斗市総合文化センター特

別展示室

昭和を代表する歌手・三橋三智也さんの千点にも及ぶ遺品が

市に寄贈されたことを記念して、その中から三味線・レコー

ドなどゆかりの品を展示します。

・入場料／無料

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

道南うみ街信用金庫杯

第14回ジュニア・フッ

トサル大会

・日時／11月10日（土)～11日

（日）

10:00～

・場所／北斗市総合体育館

函館サッカー協会に登録した第4種チームで、道南うみ街信

用金庫営業地域内に所在する24チームが参加。予選では３

チームを８ブロックに分けたリーグ戦をおこない、各ブロッ

クの２位までが決勝トーナメントに進出し、優勝を目指しま

す。

うみ街信金業務部地域

貢献課　国枝 TEL：

0138-22-1242

イベント

情報

第12回北斗市音楽祭 ・日時／11月11日（日) 　10:00～

15:00

・場所／北斗市総合文化センター大

ホール

合唱・吹奏楽・太鼓・琴など北斗市内18団体出演の音楽祭で

す。

・入場料／無料（入場整理券必要）

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

北斗市フォトコンテス

ト「入賞作品写真展」

・日時／11月13日（火)～25日

（日）

・場所／北斗市健康センターせせら

ぎ温泉

北斗市の春から秋にかけて開催した北斗市フォトコンテスト

（上期）で254点の応募のなかから、厳正なる審査の結果選

ばれた作品の「入賞作品写真展」を開催致します。

市民窓口課市民窓口係

TEL：0138-77-8811

その他 飲酒運転の根絶に向け

た飲食店巡回啓発

・日時／11月15日（木）～16日

（金）

19：00～

・場所／市内各所

忘年会シーズンを前に飲酒運転の根絶に向けた飲食店巡回啓

発を実施する。当日は飲酒運転撲滅啓発グッズ（ポスター

等）を配布。なお、初日の七重浜住民センターにおいて簡単

な開会式を行う。

15日（木）19:00～七重浜住民センター集合（七重浜・追分

地区22軒）

16日（金）19:00～久根別駅前集合（久根別・東浜地区14

軒）

　19:00～エイド03集合（中央・飯生地区11軒）

　19:00～総合分庁舎集合（大野地区12軒）

北斗市交通安全協会

（事務局：総務課交通

防災係） TEL：0138-

73-3111(内線212)

イベント

情報

第12回少年少女ドッジ

ボール大会

・日時／11月18日（日)　9:00～

・場所／北斗市スポーツセンター

市内小学生、スポーツ少年団で構成で１チーム20名以内（う

ち女子４名以上）、２種別に分かれ、リーグ戦を行います。

市内小学生の交流を図ることが目的です。

・種別：小学３・４年生の部、小学５・６年生の部

・出場資格：市内の小学生、市内スポーツ

・参加料／無料

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

市政情

報

｢第１回 北斗市子ども

議会」開会

・日時/11月20日(火)　14：00～

・場所/北斗市議会　議場

将来を担う子どもたちが、まちづくりについて考え、意見を

発表する体験を通して、行政や議会への理解を深めるととも

に、子どもたちの視点による意見を市政運営の参考とするた

めの「北斗市子ども議会」を開催します。今年が始めての試

みです。

【主催】北斗市、北斗市教育委員会、北斗市市議会

【後援】北斗市校長会、北斗市教頭会

総務課総務係 TEL：

0138-73-3111(内線

225)

イベント

情報

ほっとマルシェおがー

る「クリスマスワーク

ショップ」

・日時／11月23日（金・祝）10：00

～16：00

・場所／市観光交流センター

クリスマスまであと１か月という節目を機に、函館蔦屋書店

でも活躍されているプロの講師をお招きし、クリスマス用の

オーナメントやリース、クッキー等の制作会を実施します。

他にもおがーる店内では、クリスマスに関連した雑貨の販売

やクリスマスケーキのご予約も承ります。

北斗市観光協会 TEL：

0138-77-5011

イベント

情報

農家の母ちゃんが教え

る手作り体験教室と野

菜販売

・日時／11月25日（日）11:00～

13:00

・場所／北斗市総合文化センター

JA新はこだて女性部北斗市女性部が地元の伝統菓子などのレ

シピやコツを教えてくれます。また、参加者以外でも購入可

能な新鮮野菜やいんろう漬け、トマトジュースなどの販売も

行います。

○内容　①「火を使わずにできる簡単マシュマロ風ゴマも

ち」もしくは「花模様のくじらもち作り教室」（いずれか一

方、申込制）　②新鮮野菜、いんろう漬けなどの販売（申込

不要）

○募集人数　各16名（①のみ）

○参加費　各1,000円（①のみ）

○申込期限　11月20日（火）（①のみ）

新函館農業協同組合大

野基幹支店営農課

TEL：0138-77-7772

平成30年11月9日時点　　
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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

託児体験「母と子の

ハートリラックス  IN

ほくと」

・日時／11月29日（木）10：00～

12：00

・場所／北斗市総合文化センター

（かなでーる）

・対象／子育て中のお母さん方

南渡島ファミリー・サポートセンターでは、託児を気軽に利

用してもらうために、託児体験イベントを開催します。

お子さんを安心して預けている間に、お母さんもリラックス

できるよう、楽しいメニューを用意しています。

内容／ハーバリウム（小物）、ラミネートＭＹカレンダーづ

くり等

子ども・子育て支援課

子育て支援係 TEL：

0138-73-3111(内線

162)

イベント

情報

カンタンＥｎｇｌｉｓ

ｈで遊ぼう

・日時／12月2日（日）

・場所／北斗市公民館

指導者にALTなどのネイティブスピーカーなどを迎え、遺愛

女子高校の英語科の生徒などがボランティアスタッフとして

参加し、大野地区の地域の方々と触れ合いながら、楽しく英

語を学びます。

・対象者／市内の小学4年生～6年生

・定員／30名（先着順）

・参加料／100円（保険代・昼食代）

・申込期日／11月16日（金）

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

せせらぎ温泉で「ヒバ

湯」を実施します

・12月4日（火）～16日（日）

・場所/せせらぎ温泉

毎年恒例の「ヒバ湯」のサービスを行います。ヒバに含まれ

るヒノキチオールには、抗菌・消臭効果があり、気持ちをリ

ラックスさせる効果があります。ヒバ独特の優しい香りに包

まれて、「ヒバ湯」につかって、日々の疲れを癒されてみま

せんか。

市民窓口課市民窓口係

TEL：0138-77-8811

その他 ほくと学ジュニア検定 ・日時／12月8日（土) 　受付9:00

検定開始9:20

・検定本会場／大野小学校・上磯小

学校・久根別小学校

・検定準会場／浜分小学校・茂辺地

小学校・石別小学校・島川小学校

北斗市内の小学3年生～6年生を対象に小学校社会科副読本

「わたしたちのまち北斗市」から50問を出題する検定試験を

実施します。

・申込期間／10月15日（月）～11月16日（金）

・申込先／北斗市内各小学校・北斗市総合文化センター・北

斗市公民館

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

童話のつどい ・日時／12月9日（日) 　10:30～

12:30

・場所／北斗市総合文化センター大

会議室

読み聞かせサークルによる大型絵本の読み聞かせやマジック

ショーなどを開催します。

また、各サークル等で選書した絵本の展示や来場した子供た

ちに折り紙のプレゼントを行います。

・参加料／無料

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

講座・

教室

クリスマスディナー講

座受講者募集

・日時／12月10日（月）、12月17日

（月）全2回

10:00～13:00

・場所／北斗市総合文化センター調

理室

ポッケディッシュ店主のオーナーである齋藤のぶつぐ氏を講

師にクリスマスディナーを作る講座を実施します。

・対象者／北斗市在住もしくは在勤の社会人の方対象

・定員／各18名（先着順）

・参加料／1回2,000円

・申込期日／11月22日（木）

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

トラピスト通り並木道

ライトアップ

期間／12月17日（月）～12月24日

（月）　16：00～19：00

今年もトラピスト通りの並木道のライトアップを行います。

静寂な空間を幻想的にする光の演出をぜひお楽しみくださ

い。

今年度からは、22日（土）～24日（月・祝）限定で、温かい

コーヒーや市の特産品等の販売コーナーも設置する予定で

す。

観光課観光係 TEL：

0138-73-3111(内線

282)

イベント

情報

子育て支援センター

「クリスマス会」

・日時／12月18日（火）10：30～

11：30

・場所／北斗市総合文化センター

（かなでーる）

・対象／0歳～就学前の幼児及び保護

者

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、「クリスマス会」を開催します。

ピアノ演奏や手遊び・リズム遊びなど、親子で楽しく参加で

きます。

子ども・子育て支援課

子育て支援係 TEL：

0138-73-3111(内線

162)
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