
北斗市内行事・イベント情報

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)

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】

・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）

・館内は照明をつけないので、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

せせらぎ温泉で「マル

メロ風呂」を実施致し

ます。

・日時／10月22(火)～31(木)

　9：00～22：00

・場所／せせらぎ温泉

毎年恒例の「マルメロ風呂」のサービスを行います。北斗市

特産のマルメロを湯船に浮かる「マルメロ風呂」では、マル

メロの甘い香りを楽しむことができます。

市民窓口課市民窓口係

TEL:0138-77-8811

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

・会場／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）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

令和元年１０月１１日（金）現在
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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)

イベン

ト情報

第14回北斗市社会福祉

大会

・日時／11月6日（水）

　13：30～15：30

・場所／かなでーる（小ホール）

福祉関係者が一堂に会し「ともに支え合う、やさしさとぬく

もりのある福祉の地域づくり」を市民、福祉関係者等と協働

で取り組む決意を新たにするとともに、永年にわたり社会福

祉に功績のあった方々を表彰します。

（社福）北斗市社会福

祉協議会 TEL:0138-

74-2500

イベン

ト情報

北斗市フォトコンテス

ト（2019年前期入賞作

品写真展）

・期間／11月8日(金)～24日(日)

　9：00～22：00

・場所／せせらぎ温泉ロビー

春から夏にかけて開催した北斗市が舞台の「北斗市フォトコ

ンテスト」の入賞作品写真をせせらぎ温泉で展示します。

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

品展

・日時／11月10日（日）～令和2年1

月8日（水）9:00～17:00

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る 特別展示室

北斗の地に生まれ、昭和を代表する歌手として活躍した三橋

美智也さんゆかりの遺品・記念品を、昨年に引き続き今年も

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

第13回北斗市音楽祭 ・日時／11月10日（日)

　 10:30～15:00

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る 大ホール

合唱・吹奏楽・太鼓など北斗市内17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

SDGｓ×北海道 交流

セミナーin道南

～北斗で考えよう

SDGs～

・日時／11月13日（水）

　14：00～17：00［受付13：30

～］

・会場／北斗市総合文化センターか

なで～る 大会議室

・定員／100名

「北海道SDGｓビジョン」の推進状況の共有や、道内でSDG

ｓに取り組む方々の交流の場づくりを目的として、セミナー

を開催します。講演のほか、トークセッション、マッチング

交流会を実施します。

・基調講演／「官民連携によるSDGｓの推進と地方創生」

（講師／法政大学デザイン工学部建築学科 准教授　川久保

俊　氏）

・北海道内のSDGｓの進捗状況について（道から報告）

・SDGｓトークセッション／川久保氏、丸藤氏（函館市地域

交流まちづくりセンター）、福地氏（㈱福地建装）

・マッチング交流会（取組のPR・名刺交換など）

北海道総合政策部政策

局計画推進課SDGｓ推

進グループ TEL:011-

206-6798

イベン

ト情報

第43回道民芸術祭渡島

管内祭

・日時／11月16日（土）

○展示部門／9：00～17：00

・日時／11月17日（日）

○展示部門／9：00～16：00

○舞台部門／13：00～16：00

・会場

○展示部門／七飯町文化センター

○舞台部門／北斗市総合文化セン

ターかなで～る 大ホール

渡島管内11市町による各種文化団体協議会の特色ある展示発

表や芸能発表を行います。

北海道文化団体協議

会・渡島地方文化団体

協議会（事務取扱：七

飯町教育委員会、北斗

市教育委員会社会教育

課社会教育係）

TEL:0138-74-2000

イベン

ト情報

第13回少年少女ドッジ

ボール大会

・日時／11月17日（日）

　受付8:30～ 開会式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し、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、市内のスポーツ少年団

○参加料：無料

北斗市総合体育館（事

務取扱:北斗スポーツク

ラブ） TEL:0138-73-

6481

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7,000円）ペアチケット12,000

円

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

北斗市かなで～る協会

TEL:0138-74-2000
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イベン

ト情報

農家の母ちゃんが教え

る手作り体験教室

・日時／11月24日（日）11:00～（2

時間程度）

・場所／北斗市農業振興センター

太巻き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）、新鮮野菜・いんろう漬けなどの販売を行いま

す。

・募集人数／各16名

・参加費／各千円

・申込先／新函館農業協同組合大野基幹支店営農課

・申込期限／11月15日（金）

新函館農業協同組合大

野基幹支店営農課

TEL:0138-77-7772

その他 ほくと学ジュニア検定 ・日時／12月7日（土)

　受付9:00 　検定開始9:20

・検定会場／大野小学校・上磯小学

校・久根別小学校・浜分小学校・島

川小学校・沖川小学校・茂辺地小学

校・石別小学校

（浜分小・島川小・沖川小学校・茂

辺地小学校・石別小学校は自校の児

童のみ受検可能）

北斗市を担う子どもたちの、市の歴史や文化・自然環境など

への興味を高め、より一層の郷土愛を育むように、市で作成

した小学校社会科副読本を活用した「ほくと学ジュニア検

定」を実施します。

・受検資格／市内の小学校3年生～6年生

・検定内容／原則、小学校社会科副読本「わたしたちのまち

北斗」から出題。検定検定問題数は50問（制限時間30分）

・申込期間／10月15日（火）～11月20日（水）

・検定料／無料

・申込先／北斗市内各小学校、北斗市総合文化センターかな

で～る、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15日（日）

　10:30～12:30

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る 大会議室

読み聞かせサークルによる絵本の読み聞かせ、パネルシア

ター、マジックショーなど楽しいおはなし会を開催します。

また、各サークル等で選書した絵本の展示や来場者には折り

紙のプレゼントをお渡しします。

・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
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