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イベン
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北斗市フォトコンテス

ト（2018年度後期）

入賞作品写真展

・期間／6月1日(土)～13日(木)

・場所／せせらぎ温泉ロビー

昨年度の秋から冬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

北斗市収蔵作品展

鵜川五郎企画展2019～

ほくとの風景

・期間／6月15日(土)～30日(日)

・場所／せせらぎ温泉  第３研修室

北斗市由来の画家である故・鵜川五郎（うかわごろう）氏か

ら寄贈された収蔵作品のうち、北斗市の自然や風景を描いた

企画展をせせらぎ温泉で行います。ほくとの風景と称して、

約１０点展示します。（鑑賞無料）

市民窓口課市民窓口係

TEL：0138-77-8811

イベン

ト情報

第73回全道高等学校相

撲選手権大会

・日時／6月15日（土）9:30～

・場所／北海道函館水産高等学校

全道各地5校から15名が参加する、第７３回全道高等学校相

撲選手権大会兼第９７回全国高校相撲選手権大会北海道予選

会兼第４回全道高等学校相撲体重別選手権大会が開催されま

す。

函館水産高校／金澤良

伸 TEL：49-2412

イベン

ト情報

北斗市ラジオ体操コン

クール

・日時／6月16日（日） 8:45分開会

式

・会場／北斗市総合体育館

北斗市では、子どもから高齢者までが一緒に取り組めるラジ

オ体操普及のため、市民の皆さんの体力づくりと多世代コ

ミュニティの場として、ラジオ体操コンクールを開催しま

す。

北斗市総合体育館

TEL：0138-73-6481

イベン

ト情報

第14回北国の花とコン

サート

・日時／6月16日(日) 11:00～15:00

　作品展示11:00～、音楽発表12:30

～

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る 大会議室

北国の花をイメージした文化団体協議会加盟サークルによる

作品展示と音楽発表を開催します。

音楽発表においては、特別ゲスト出演として琴奏者の宮崎加

奈古氏による演奏があります。

・入場料／無料（要整理券）　整理券は北斗市総合文化セン

ターかなで～る、北斗市公民館、七重浜・茂辺地両支所で配

布します。

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベン

ト情報

第69回函館地区吹奏楽

祭

・日時／6月29日（土）～30日

（日）10:00開演（9:30開場）

・入場料／800円（出演団体から購

入可・当日券有り）

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る 大ホール

各小中高、一般による吹奏楽の演奏会です。 北斗市立大野中学校／

三笠裕也 TEL：77-

8137

イベン
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令和元年度第６９回

「社会を明るくする運

動｣内閣総理大臣芽

セージ及び北海道知事

メッセージ伝達式

・日時／7月3日（水）9:10～

・場所／北斗市役所庁舎正面玄関

７月は、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうと

する全国的な取り組みである「社会を明るくする運動」の強

調月間であることから、内閣総理大臣メッセージ及び北海道

知事メッセージの伝達式、セレモニーを行います。

市民課市民係 TEL：

0138-73-3111(内線

112)

その他 北斗市一斉旗の波運動 ・日時／7月4日（木）14:30～（30

分程度）

・場所／市内小中学校付近（15箇

所）

北斗市内の各小・中学校、高等学校から最寄りの主要道路に

おいて、学校児童・生徒及び地域住民と共にドライバーへ交

通安全啓発を行います。

総務課交通防災係

TEL：0138-73-

3111(内線212)

イベン

ト情報

第3回東浜・久根別住

民交流会

・日時／7月6日（土）～7日（日）

　11:00～20:00

・場所／久根別住民センターくーみ

ん特設会場

久根別・東浜地区の賑わい創出と地域住民の交流を図るた

め、久根別住民センター特設会場において、出店やこども縁

日を開催します。

中国料理香港　店主

久保広征 TEL：73-

5903

イベン

ト情報

第14回サマーコンサー

トｉｎほくと

・日時／7月7日（日）13:00開演

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る　大ホール

各小中高、一般による吹奏楽のコンサートです。音楽を通し

て他団体との交流を図り、より多くの子供たちにその楽しさ

を味わってもらうと共に、今後の活動への意欲を高めること

により、青少年の健全育成を図ります。

函館市立高丘小学校／

髙橋聡 TEL：0138-57-

3381

イベン
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子育て支援センターな

つまつり

・日時／7月10日（水）10：00～

11：15

・場所／北斗市保健センター

・対象／0歳～就学前の幼児及び保護

者

・定員／子ども120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「おひさまクラブ」で

は、「なつまつり」を開催します。

ヨーヨーやくじなど色々なコーナーがあり、毎年子ども達が

ゆかたや甚平を着て楽しく参加しています。

参加費／子ども1人につき100円

申込／6月3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

本町商店街夜店 ・日時／7月13日（土）17:30～

21:00

・場所／北斗市総合分庁舎どり～み

出店が並び、ステージは楽しいアトラクションがあります。

通りでは神輿も練り歩きます。

北斗市商工会支所

TEL：0138-77-8107

令和元年６月７日（金）現在
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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

観光情

報

七重浜海水浴場オープ

ン

･開設期間／7月20日（土）～8月18

日（日）、ただし、8月13日は休場

となります。

今年も七重浜海水浴場が開設されます。

　■駐車場130台（無料）　■温水シャワーあり　■トイレ

あり

観光課観光係 TEL：

0138-73-3111(内線

282)

イベン

ト情報

イングリッシュキャン

プｉｎ茂辺地

・日時／7月26日（金）～7月27日

（土）

・場所／茂辺地小中学校他

今年度も石別・茂辺地地区を主体に、楽しく英語を学べるイ

ングリッシュキャンプを開催します。

子どもたちが英語に触れる機会を与えるとともに、外国に興

味を持たせ、グローバル人材としての素地を養うことを目的

に、アクティビティなどを通して、コミュニケーションの大

切さ・楽しさを体験・学習させる事業です。

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベン

ト情報

第64回北海道吹奏楽コ

ンクール函館地区大会

・日時／7月27日（土）～28日

（日）10:00開演（9:30開場）

・入場料／前売・当日券ともに800

円（各日前売り券は各出演団体から

購入可能）

・場所／北斗市総合文化センターか

なで～る 大ホール

各小中高、一般による吹奏楽のコンクールです。 北斗市立大野中学校／

三笠裕也 TEL：77-

8137

イベン

ト情報

第14回北斗市夏まつり ・日時／7月28日（日）9:00～

・場所／エイド’03ほか

上磯駅前商店会（歩行者天国）をメインに実施される北斗市

最大の夏まつりイベントです。北斗市自慢の食が並ぶ出店や

様々なステージショー、夕方には山車行列、夜には前浜での

花火大会と盛だくさんです。

北斗市商工会 TEL：

0138-73-2408

イベン

ト情報

きっずアドベンチャー

2019

・日時/8月2日（金）～4日（日）

（2泊3日）

・場所/石別中学校

北斗ロータリークラブ、陸上自衛隊函館駐屯地、北斗消防署

函館大谷短期大学の学生などの協力のもと、自然豊かな石別

地区を会場に登山や海水浴など自然体を通して、夏休みの楽

しい思い出づくりや仲間づくりをする３日間です。

社会教育課社会教育係

TEL：0138-74-2000

イベン

ト情報

キエフ・クラシック・

バレエ　チャイコフス

キー夢の3大バレエ

日時／8月9日（金）開場13:30 開演

14:00

場所／北斗市総合文化センターかな

で～る　大ホール

かなで～る協会会員先行発売4月15

日（月）

一般発売4月22日（月）

料金／4,000円（全席指定）

主催／インプレサリオ東京

共催／北斗市かなで～る協会

インプレサリオ東京と北斗市かなで～る協会の共催事業で

す。

北斗市かなで～る協会

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
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