
北斗市内行事・イベント情報

観光情

報

野菜（トマト）収穫体

験

・日時／9月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

ふれあい福祉まつりin

北斗

・日時／9月21日（土）　10：00～

14：00

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る

北斗市社会福祉協議会では、ふれあい福祉まつりを開催しま

す。盲導犬体験、縁日のほか、北海道主催の介護ロボットの

展示・体験があります。

（社福）北斗市社会福

祉協議会 TEL:0138-

74-2500

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。

【実施企画】

・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(【無料】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

・日時／9月23日（月・祝）　開会

式／9:00

・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

・申込み締切：9月7日(土)の午後５時までに北斗市総合体育

館へ申込用紙を提出願います。（ＦＡＸ可）

・参加料：無料

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)

令和元年９月１１日（水）現在

分類 イベント等名称 開催日時・場所 主な内容 お問合せ先
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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

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

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

第４８回美ケ丘収穫感

謝の日

北斗ふれあい広場

2019in美ケ丘

・日時／10月6日（日）10：00～

13：30

・場所／ふじの学園グラウンド（向

野169）

・雨天時はふじの学園ピロティで開

催します。

（社福）函館緑花会では、第４８回美ケ丘収穫感謝の日北斗

ふれあい広場2019in美ケ丘を開催します。模擬店やアトラク

ション、フリーマーケットの出展があります。

美ケ丘敬楽荘

TEL:0138-77-7345

イベン

ト情報

第52回ゆうあい祭 ・日時／10月6日（日）10：00～

13：30

・場所／ねお・はろう広場（当別

697）

・雨天中止

第52回ゆうあい祭 共催／ふれあい広場2019「ほくと」 ふれ

あう心笑顔あふれる人とまちを開催します。ダンスや歌など

のアトラクションの催しがあります。

新生園 TEL:0138-75-

2212

イベン

ト情報

北海道暮らしフェア

2019

・日時／10月6日（日）10：30～

16：30

・会場／ウインクあいち8階展示場

（愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-

38）

NPO法人住んでみたい北海道推進会議が主催する「北海道暮

らしフェア2019」へ北斗市が出展します。

当日は移住相談を実施します。

企画課企画係

TEL:0138-73-3111(内

線236)

大会・

コンベ

ンショ

渡島・檜山管内市町議

会議員研修会

・日時／10月9日(水)13:30～

・場所／かなで～る

議員の資質向上を図るとともに、議会機能の向上と円滑な議

会運営を目指すため、渡島・檜山管内1市16町の議会議員、

職員等約250名参加する研修会を開催します。

渡島町村議会議長会

（紺野） TEL:0138-

47-9223

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)

イベン

ト情報

第14回市民スポーツの

集い

・日時／10月13日（日）開会式／

9:00（受付／8:00）

・場所／北斗市運動公園内

・開会式／北斗市運動公園フット

ボール場（各競技：北斗市運動公園

内ほか）

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、住み

よい社会づくりを目指すために、北斗市運動公園内ほか（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、ミニバレー、ゲートボール、パー

クゴルフ、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

・申込み締切：9月18日（水）の午後5時までに北斗市総合

体育館へ申込用紙を提出願います。

※パークゴルフのみ北斗市運動公園・北斗市八郎沼の各パー

クゴルフ場の窓口へ申込みします。

・参加料：無料

北斗市総合体育館

TEL:0138-73-6481
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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

石別ホリデーウォーキ

ング特別企画

トラピスト修道院内覧

　・日時／10月16日（水）

葛登支岬灯台内覧

　・日時／10月19日（土）

石別ホリデーウォーキングの特別企画として、石別地区固有

の観光資源である「トラピスト修道院」と「葛登支岬灯台」

の見学会を開催します。

石別地区観光推進事業

実行委員会（市役所観

光課内） TEL:0138-

73-3111(内線282)

イベン

ト情報

夜の図書館 ・日時／10月18日（金）・19日

（土）

両日ともに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、館内を探検し

てもらうとともに、読み聞かせや本の貸出等を行います。

【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

録を行います。

・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回開催します。（19：00～19：15、20：00～20：

15）

・館内は照明を点けないので、各自、懐中電灯を持参願いま

す。

・対象は制限しませんが、幼児は保護者同伴、児童は保護者

の送迎が必要となります。

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

第14回　北斗市きらめ

き大学大学祭

・日時／10月19日（土）　10:00～

15:00

・場所／北斗市総合文化センター

企画から準備、実施に至るまで高齢者大学のきらめき大学の

学生が中心となって進める大学祭です。

○販売：作品展示・バザー　10:00～12:30

○芸能発表（フォークダンス・踊り・カラオケ等）　13:30

～15:00

社会教育課社会教育係

TEL:0138-74-2000

イベン

ト情報

今昔茂別物語事業「昭

和の歌コンサート」

・日時／10月20日（日）開場

14:00、開演14:30

・場所／茂辺地住民センター集会室

2年ぶりに「北海道歌旅座」を茂辺地に招聘し、「昭和の

歌」コンサートを開催します。

昭和の名曲を披露する演目となっており、懐かしい歌の数々

が想い出とともによみがえります。

・チケット料金／大人2,000円、高校生以下1,000円（全席自

由席）

今昔茂別物語事業実行

委員会(事務取扱：茂辺

地支所) TEL:0138-75-

2001

イベン

ト情報

第14回北斗市民文化祭

（かなで～る会場）

・日時／10月26日（土）

○展示部門／9:00～16:00

　　　10月27日（日）

○展示部門／9:00～15:00

○舞台部門／12:00～15:00

・会場／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、即売会なども実施します。

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13回北斗市市民植樹

祭

・日時／10月27日（日）10:30～

・場所／きじひき高原

きじひき高原で植樹することを通じて森林に対する理解を深

めていただくため、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

親子クッキング教室 ・日時／10月31日(木)10:00～13：

00

・場所／かなで～る　調理室・和室

北斗市母子保健推進員では２歳から就学前のお子さんと保護

者を対象に親子クッキング教室を開催します。

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回北斗市民文化祭

（公民館会場）

・日時／11月2日（土）

○展示部門／9:00～16:00

○舞台部門:10:00～16:00

・日時／11月3日（日・祝）

○展示部門／9:00～15:00

○舞台部門／10:00～15:00

・場所／北斗市公民館、北斗市ス

ポーツセンター

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

郷土資料館まつり ・日時／11月2日（土・祝）　9:00～

15:00

・場所／北斗市郷土資料館

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

を実施します。

社会教育課社会教育係

TEL:0138-74-2000

イベン

ト情報

第３8回　北斗市茂辺

地さけまつり

・日時／11月3日（日）　9：50～

14：00

・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)
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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

阿木燿子プロデュース

宇崎竜童ロックンロー

ルハート2019

・日時／11月23日（土）

　17:00開演（16:15開場）

・場所／北斗市総合文化センター か

なで～る 大ホール

宇崎竜童のコンサートです。

・入場料／一般6,600円（当日400円増）ペアチケット12,000

円

・チケット販売日／かなで～る協会会員先行発売は7月19日

（金）、一般販売は7月27日（土）

北斗市かなで～る協会

TEL:0138-74-2000

イベン

ト情報

三橋美智也ふるさとコ

ンサート

・日時／11月24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

三橋美智也の名曲を三山ひろし・大津美子などの演歌歌手が

歌い上げるコンサートです。

・入場料／Ｓ席7,700円・Ａ席6,600円

・チケット販売日／かなで～る協会会員先行発売は6月17日

（月）、一般販売は6月24日（月）

北斗市かなで～る協会

TEL:0138-74-2000
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