
北斗市内行事・イベント情報

イベント

情報

せせらぎ温泉で「ヒバ

湯」を実施します

・実施中～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で、

日々の疲れを癒してもらうサービスです。

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

※検定準会場は自校の児童のみ受検

可能

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

・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

東浜・久根別住民交流

会　北斗クリスマス

フェスタ2018

・日時／12月15日（土）14：00～

20：00

・場所／くーみん大ホール

久根別・東浜地区の賑わいの創出と地域住民の交流を目的に

開催。

当日は、フード・ドリンクコーナー、上磯中学校吹奏楽部・

久根別吹奏楽団によるステージイベント、ビンゴ大会、ワー

クショップなどが行われます。

北斗ウエルカムマー

ケット実行委　代表

久保広征（中国料理香

港） TEL：0138-73-

5903

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)

イベント

情報

せせらぎ温泉で「ゆず

湯」を実施します

・12月22日（土）～24日（月）

・場所/せせらぎ温泉

毎年冬至の時期に行われる、高知県特産品のゆずを使用した

変わり湯「ゆず湯」。「ゆず湯」には、血行を促進させる働

きがあり、果皮に含まれる成分は、美肌効果もあります。ゆ

ず独特の爽やかな香りで身も心も癒してもらうサービスで

す。

市民窓口課市民窓口係

TEL：0138-77-8811

イベント

情報

三橋美智也　遺品・記

念品大展示会Part2

・日時／12月25日（火）～平成31年

1月8日（火）9:00～17:00

※12月29日（土）～平成31年1月3日

（木）は休館

・場所／北斗市総合文化センター2階

特別展示室

三橋美智也音楽事務所から寄贈された、北斗市出身の歌手・

三橋美智也氏の遺品を11月の公開に続き、内容を一部変更

し、展示・公開します。

・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

北斗市新年交礼会 ・日時／平成31年1月5日（土）11：

00～

・場所／かなでーる大会議室

新年に際し、議員・各種団体・市民等が一同に会し、新年の

抱負を語り合い、交流を深めることを目的に開催します。

総務課総務係 TEL：

0138-73-3111(内線

225)

平成30年12月7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

第13回北斗市成人式 ・日時／平成31年1月13日（日）

13:00開式（12:00受付）

・場所／北斗市総合文化センター大

ホール

新成人の新しい門出を祝福するとともに、成人としての義務

と責任を自覚し、社会人としてふさわしい大人へとなっても

らえるよう励ますために式典及び成人式実行委員会によるア

トラクションを開催します。

対象者：平成10年4月2日～平成11年4月1日の間に出生した

市内在住の方、及び北斗市での成人式に参加希望の方

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

スノーフェスティバル

『第４回冬の大運動

会』

・日時／平成31年1月14日(日)10:00

～

・場所／北斗市運動公園自由広場

冬の運動不足解消のために雪上で楽しくゲームを行います。

・種別：個人参加の部、団体参加の部（小学生の部、一般の

部）

・出場資格：市内在住在勤者、市内スポーツ団体等

・参加料／無料

※参加者には、イベント終了後豚汁を提供する。

・申込期日／平成31年1月10日（水）

・申込先／北斗市総合体育館　電話：73-6481

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

講座・

教室

北斗市郷土資料館「第

１回ふるさと歴史講

座」

・日時／平成31年1月18日(金) 18:30

～20:00

・場所／北斗市郷土資料館（北斗市

総合分庁舎2階）

市民の皆様へ郷土の歴史や文化財に親しんでいただくための

講座を開催します。第１回は、道南を舞台に繰り広げられた

幕末維新期の箱館戦争について、海戦の視点から、市指定史

跡・矢不来台場の果たした役割なども交えご講演をいただき

ます。

・題目／「開陽丸と箱館戦争」－箱館海戦を中心として－

・講師／藤島一巳氏（江差町文化財調査委員会委員長）

・募集人員／30名（定員になり次第締め切り）

・入場料／無料

・申込方法／前日(1/17)までに電話で申込みください。

・申込先／北斗市郷土資料館   電話：77-8811

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

北斗市男女パートナー

シップ2019

・日時／平成31年2月2日（土)10：

00～正午

・場所／北斗市総合文化センター

（かなで～る）小ホール

地域活動に活動における男女共同参画のあり方を考え、活動

の基盤を学ぶ場として開催します。

・講師／北翔大学短期大学部教授　田口　聡子氏

・テーマ／未定

・主催／北斗市男女共同参プラン推進協議会

北斗市男女共同参画

（事務取扱:市民課市民

係） TEL：0138-73-

3111(内線112)

イベント

情報

親子クッキング教室 ・日時／平成31年2月8日　10:00～

13:00

・会場／北斗市総合文化センター

調理室

北斗市母子保健推進員会主催による、小さいお子さんとママ

を対象による親子クッキング教室です。

・対象／２歳から就学前のお子さんと保護者　先着１２組

・参加費用／無料

・申し込み／平成３１年１月２１日(月)から２５（金）まで

・申込先／子ども・子育て支援課母子保健係

子ども・子育て支援課

母子保健係 TEL：

0138-73-3111(内線

152)

イベント

情報

クランフィールズ「ア

イリッシュ音楽会」

・日時／平成31年2月16日（土）

17:30開演（17:00開場）

・場所／北斗市総合文化センター小

ホール

アイルランド音楽のコンサートです。北斗市出身のフルート

奏者の大島さゆりが出演します。

・入場料／全席指定2,000円

※前売り券が完売した場合は、当日券の販売はありません。

北斗市かなで～る協会

TEL：0138-74-2000

イベント

情報

演芸の集い ・日時／平成31年2月24日（日）

13:00開演（12:30開場）

・場所／北斗市公民館講堂

北斗市女性団体連絡協議会の主催で、歌や踊りなどの演芸を

披露します。

・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

北海道歌旅座「昭和の

うたコンサート」

・日時／平成31年3月2日（土）

14:00開演（13:30開場）

・場所／北斗市総合文化センター小

ホール

北海道歌旅座による昭和の名曲のコンサートです。

・入場料／自由席2,000円

※前売り券が完売した場合は、当日券の販売はありません。

北斗市かなで～る協会

TEL：0138-74-2000
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