
北斗市内行事・イベント情報

イベン

ト情報

郷土資料館夏季季節展

「戦争と平和展」

・日時／8月6日（火）～8月23日

（金）9:00～17:00

・場所／北斗市郷土資料館（北斗市

総合分庁舎どり～みん2階）特別展示

室

昭和の時代、世界がそして日本が歩んだつらく苦しい「戦

争」の記憶。人々はなぜ戦いに駆り立てられなければならな

かったのか、戦争は我々に何をもたらしたのか─第二次世界

大戦が終戦を迎えたこの8月に、郷土資料館が所蔵する戦時

中の資料を展示し、当時をふり返るとともに、今わたしたち

とともにある「平和」の尊さについて、見つめなおします。

展示内容:戦時中資料（軍装品・生活資料・玩具・教科書・

雑誌・代用品・写真・解説パネルほか）

社会教育課社会教育係

TEL:0138-74-2000

イベン

ト情報

東海大学付属札幌高等

学校吹奏楽部　北斗市

特別演奏会

・日時／8月18日（日）

　14:00開演（13:30開場）

・場所／北斗市総合文化センター か

なで～る 大ホール

東海大付属札幌高等学校吹奏楽部の演奏会です。

北斗市立上磯中学校吹奏楽部、北斗市立大野中学校吹奏楽部

も共演します。

・入場料／一般1,200円・中学生以下800円

北斗市かなで～る協会

TEL:0138-74-2000

イベン

ト情報

きじひき高原まつり 【きじひき高原まつり】

・日時／8月18日（日）、10:00～

14:30（開会式11:00～）

・場所／きじひき高原見晴公園

【チケット販売】

・販売期間／7月1日（月）～8月14

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

「きじひき高原見晴公園」を会場に、今年も、北斗産の黒毛

和牛やサフォーク、ホッキ等の海産物などのバーベキューが

楽しめる「第7回きじひき高原まつり」を開催。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（300ｇ）/2,500円

・北斗産サフォークBBQ（300ｇ）/1,800円

・海鮮BBQセット（ﾎｯｷﾊﾟｯｸ250ｇ、ﾎﾞｲﾙ冷凍ﾂﾌﾞ5～6個）

/1,000円

・野菜セット（2人前）/200円

きじひき高原まつり実

委（市役所観光課）

TEL:0138-73-3111(内

線282)

イベン

ト情報

「ハーバリウム」作り

教室

・日時／8月23日(金)10:00～11:00

・場所／北斗市保健センター会議室

北斗市母子保健推進員会では2歳までのお子さんのいる保護

者を対象に「ハーバリウム」作り教室を開催します。

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

第14回通学路の安全を

進める大会

・日時／8月24日（土）10:00～

・場所／北斗市総合文化センター

かなで～る　小ホール

児童・生徒が通学路において事件・事故に巻き込まれる事案

が全国で多発していることから、安心して登下校ができる環

境を地域一体となって作っていけるよう開催します。

・内容/北海道警察函館中央書からの講演、地域団体の取組

事例発表等

市民課市民係

TEL:0138-73-3111(内

線112)

イベン

ト情報

第11回北斗市認知症市

民セミナー

・日時／令和元年8月25日（日）

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る

・主催／北斗市、北斗市キャラバン

メイト

認知症への情報を市民へ普及していくために認知症を題材と

した映画上映を行います。

保健福祉課高齢者・介

護保険係 TEL:0138-

73-3111(内線156)

イベン

ト情報

おしま農業のお仕事

フェア

・日時／8月31日（土）

　13:00～15:30

・場所／シエスタハコダテ４階Ｇス

クエア

・主催／ホクレン農業協同組合連合

会函館支所、北海道渡島総合振興局

農業分野を知ってもらうことや農業従事者の増加を目的に、

渡島管内市町等による就農相談や地域農業に関する情報提供

を行うイベントです。

農業の話を聞いてみたい方、パートを探している方など話を

聞きに来るだけでも大丈夫ですので、お気軽にお立ち寄りく

ださい。

農林課農林係

TEL:0138-77-8811

イベン

ト情報

令和元年度　保健医療

福祉講演会

・日時／9月4日（水）

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る小ホール

・時間／14：00～15：00

・開場／13：30

・内容／「膵臓がんについて」

・講師／函館五稜郭病院 副院長　矢

和田　敦　先生

医師による講演です。「膵臓がん」の病気と治療について、

最新の情報をお伝えします。事前申し込みは不要です。

保健福祉課健康推進係

TEL:0138-73-3111(内

線153)

令和元年８月９日（金）現在
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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

観光情

報

野菜（トマト）収穫体

験

・日時／9月8日(日)、15日(日)、22

日(日)、29日(日)（いずれも9:30～

12:00）

観光協会の着地型観光事業として、地元生産農家でトマトを

収穫する体験を行います。

　・入園料500円／人（お持ち帰り用袋500円／袋）

　・1日3組まで

　・収穫体験希望日の3日前までに観光協会へ申込

北斗市観光協会

TEL:0138-77-5011

講座・

教室

令和元年度第1回北斗

市成人大学講座

日時／9月12日（木）18:00～

場所／北斗市公民館大会議室

「北斗市の自然と最近のヒグマの動向」と題して講座を開講

します。今回の講座は、北斗市の自然と最近人里におりてく

るヒグマの生態及び動向について学ぶ内容です。ふるさとの

自然・そこに住むヒグマとの生活をわかりやすく講義しま

す。

社会教育課社会教育係

TEL:0138-74-2000

イベン

ト情報

郷土資料館第9回特別

展「北斗市縄文展～土

器たちの『かお』と

『かお』のない土偶

～」

・日時／9月20日（金）～11月10日

（日）9:00～17:00

※10月7日(月)は休館日

・場所／北斗市郷土資料館（北斗市

総合分庁舎どり～みん2階）特別展示

室

現在世界的にも注目の集まる縄文文化。ここ北斗市にも90ヶ

所以上の縄文時代の遺跡が存在し、数多くの資料が出土して

います。今回の特別展では、数千年の時の流れの中で多種多

様な『かお』（表情）を見せる「縄文土器」に焦点をあて、

その魅力についての解説を交えつつ、北斗市にのこる縄文文

化についてご紹介します。また一方こちらは『かお』（顔面

表現）の無い、茂辺地地域の遺跡から出土した不思議な土偶

たちについても展示します。

展示内容／縄文土器（早期～晩期）、土偶、土製品、石器、

石製品、パネル、ジオラマなど

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

北斗市商工観光まつり

in八郎沼

・日時／9月22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１３回北斗市少年少

女兼市民駅伝競走大会

・開催日／9月23日（月・祝）

・開会式／9:00

・スタート／9:45

（いずれも運動公園陸上競技場北斗

市運動公園フットボール場）

参加資格

▽小中学生の部／市内の小中学校または市内のスポーツ少年

団・クラブなどに在籍する小中学生

▽一般の部 ／市民または市内の事業所、高校に在勤・在学

する方

種別／小学生男女・中学生男女・一般の部（いずれも４区間

７・９５㌔㍍）チーム登録は監督１名、選手４名以上６名以

内。

※一般の部のみ男女混合チームで参加できます。

その他／参加者はチームごとにスポーツ安全保険などに加入

すること。

申込･問合せ／９月７日(土)、午後５時までに総合体育館備

え付けの申込用紙に記入し、提出してください。（ＦＡＸ

可）

北斗市総合体育館

TEL:0138-73-6481

イベン

ト情報

「ハートリラックス

IN  ほくと」

・日時／9月27日（金）10:00～

12:00

・場所／北斗市総合文化センター

（かなで～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／マイ・フォトフレームづくり

・ラミネートＭＹカレンダーづくり

・簡単おやつづくり

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

XPC　TIMES

MayhemDays in 北斗

市開催のお知らせ

・日時／9月28日（土）10:30～

18:00、9月29日（日）10:30～15:30

・場所／新函館北斗駅西口公園特設

会場

・入場料／無料

フリースタイルモトクロスショー、ゲストダンスショー・

キッズダンスショー・ダンス体験会、ストラックアウト大会

＆ピッチング講習会などを行います。

北斗市観光協会

TEL:0138-77-5011
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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

秋の海岸線クリーン作

戦

・日時／9月29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のもと、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14回高齢者運動会 ・日時／10月1日（火）

・対象／58歳以上の市民

・募集期間／9月10日（火）まで

・会場／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します。

保健福祉課高齢者・介

護保険係 TEL:0138-

73-3111(内線156)

イベン

ト情報

第16回れいんぼ～祭り ・日時／10月5日（土）・6日（日）

10:00～14:00

・会場／七重浜住民センター

七重浜住民センターを会場に、第16回れいんぼ～祭りを開催

します。センター利用団体による作品展示・舞台発表のほ

か、フリーマーケットなどを行います。

七重浜支所窓口係

TEL:0138-49-2356

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10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100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、子ども達が

ゴールを目指して楽しく参加します。

参加費／子ども1人につき100円

申込／9月9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162)

イベン

ト情報

青少年育成大会 ・日時／10月12日（土）9:30～

・会場／北斗市総合文化センター

かなで～る　大ホール

北斗市の学生総勢10名が、北斗市の未来、自分の未来、さま

ざまな人とのつながりなど、純真で率直な今の思いを発表し

ます。

市民課市民係

TEL:0138-73-3111(内

線112)
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