
( 平成29年12月26日現在 )

                                                 　　　　         　　                             年間行事予定表 ＮＯ．1

(注)行事・事業の内容は, 現在予定されているものですので, 変更となる場合があります。

月 日 曜 行事 時間 場　　所 担当課(連絡先) 電話番号

2 火 ･初すべりお年玉プレゼント 10:00 函館市民スケート場 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

4 木 ･「トワイライトパス」発売（～3月31日） － 市電車内 企業局交通部事業課 52-1273

･函館水産物地方卸売市場初売り式 7:00 函館水産物地方卸売市場 農林水産部企画調整課 21-3349

･函館水産物地方卸売市場初せり式 6:40 函館水産物地方卸売市場 農林水産部企画調整課 21-3349

･子ども公民館講座「書き初め会」 13:30 函館市亀田公民館 函館市亀田公民館 41-2445

･子ども公民館講座「書き初め会」 13:30 函館市公民館 函館市公民館 22-3320

･リーダーバンク講座タイルクラフト制作体験 13:30 函館市亀田公民館 函館市亀田公民館 41-2445

･メモリアル・コンサート・フォー・ユーvol.20 13:00 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･第70回函館市成人祭 13:00 函館アリーナ 生涯学習部生涯学習文化課 21-3566

･函館市成人祭における模擬選挙 12:00 函館アリーナ 選挙管理委員会事務局選挙課 21-3594

･戸井地区冬季ゲートボール大会 9:30 戸井西小学校体育館 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･第23回　新春書き初め会 13:00 恵山総合体育館 生涯学習部　椴法華教育事務所 86-2451

･両親学級 13:30 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

･明るい選挙啓発ポスター作品展（～1月17日） 10:00 テーオーデパート 選挙管理委員会事務局選挙課 21-3594

･選挙啓発パネル展（～1月17日） 10:00 テーオーデパート 選挙管理委員会事務局選挙課 21-3594

17 水 ･安全活動実践功労賞表彰式 11:00 ホテル函館ロイヤル 市民部交通安全課 21-3191

･函館市民スケート場イベントデー 11:00 函館市民スケート場 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･函館市芸術ホールバックステージツアー 14:00 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･リーダーバンク講座初心者向け上の句百人一首競技かるた 9:30 函館市亀田公民館 函館市亀田公民館 41-2445

･函館市民スケート場イベントデー 11:00 函館市民スケート場 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･2018スプリングコンサート♭ふらっとコンサートSPECIAL 14:00 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

2 金 ･戸井地区ふれあい学園 9:30 戸井生涯学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･バレンタインチョコを作ろう 10:00 函館市椴法華総合センター 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･戸井地区冬季ゲートボール交流会 9:30 日新小学校体育館 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･B.LEAGUE2017・18レギュラーシーズン　レバンガ北海道vsアルバルク東京 14:05 函館アリーナ 函館アリーナ 57-3141

･B.LEAGUE2017・18レギュラーシーズン　レバンガ北海道vsアルバルク東京 14:05 函館アリーナ 函館アリーナ 57-3141

･親子で楽しむバレンタインスイーツ 10:30 亀田公民館 函館市亀田公民館 41-2445

･第23回あいよる21ふれあい交流会 10:00 あいよる21 あいよる21 22-6262

5 月 ･中心市街地活性化セミナー（仮） 未定 未定 経済部中心市街地担当 21-3990

10 土 ･2018スプリングコンサート　豊かな音色に包まれるひととき 15:00 あいよる21 函館市芸術ホール 55-3521

11 日 ･第28回恵山ごっこまつり 11:00 道の駅「なとわ・えさん」前 恵山支所産業建設課 85-2336

15 木 ･甲種防火管理新規講習会（～2月16日） 未定 消防本部 消防本部予防課 22-2144

16 金 ･平成29年度第2回福祉マンパワー活用講習会 13:00 あいよる21 福祉人材バンク 23-8546

･おいしい飴つくり講座 13:30 亀田公民館 函館市亀田公民館 41-2445

･戸井地区冬季ゲートボール交流会 9:30 日新小学校体育館 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･はこだてFOODフェスタ（～2月25日） 11:00 函館アリーナ 経済部経済企画課 21-3321

･平成29年度社会福祉大会 13:00 あいよる21 あいよる21 23-2226

25 日 ･美しいポシャギ制作体験 13:30 亀田公民館 函館市亀田公民館 41-2445

･証明用子メーター（電気・水道・ガス）立入検査 9:30 対象事業所 経済部計量検査所 27-2555

･障がい者雇用促進セミナー 18:30 ベルクラシック 経済部労働課 21-3309

3 土 ･自衛隊入隊（校）者入隊激励会 10:00 亀田福祉センター 市民部市民・男女共同参画課 21-3139

･戸井地区ふれあい学園 9:30 戸井生涯学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･高齢者ふれあいいきいき学級事業 健康講座「軽運動」 13:30 椴法華総合センター 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

9 金 ･両親学級 13:30 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

･北海道舞台塾　演劇ワークショップ～基礎編～ 16:00 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･難病患者サポート教室 13:00 総合保健センター 保健所保健予防課 32-1539

･北海道舞台塾　演劇ワークショップ～実践編～ 10:00 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･再生自転車・家具類の販売 11:00 リサイクルセンター 環境部埋立処分場 56-3196

23 金 ･公立はこだて未来大学卒業式・大学院修了式 13:30 公立はこだて未来大学 公立はこだて未来大学事務局 34-6448

25 日 ･臨時開庁 8:45 本庁舎および亀田支所 市民部戸籍住民課 21-3176

･スクールエコニュース作品展 － 市役所1階市民ホール・中央図書館 環境部環境推進課 51-0798

･消費生活講座 未定 未定 市民部くらし安心課 21-3189

･平成29年度あいよる21利用者作品展 9:00 あいよる21 あいよる21 22-6262

･新入学児童黄色いワッペン・ランドセルカバー贈呈式 未定 未定 市民部交通安全課 21-3190

･平成29年度第3回函館市南茅部地域審議会 未定 南茅部総合センター 南茅部支所地域振興課 25-5114

･平成29年度第3回函館市戸井地域審議会 未定 戸井支所 戸井支所地域振興課 82-2111
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(注)行事・事業の内容は, 現在予定されているものですので, 変更となる場合があります。

･平成29年度第3回函館市恵山地域審議会 未定 恵山支所 恵山支所地域振興課 85-2331

･平成29年度第3回函館市椴法華地域審議会 未定 椴法華支所 椴法華支所地域振興課 86-2111

･臨時開庁 8:45 本庁舎および亀田支所 市民部戸籍住民課 21-3176

･梁川公園内交通公園開園式 9:00 梁川公園内交通公園 市民部交通安全課 21-3176

2 月 ･窓口の時間延長（～4月3日） 17:30 本庁舎 市民部戸籍住民課 21-3176

･春の全国交通安全運動（～4月15日） － 市内一円 市民部交通安全課 21-3176

･公立はこだて未来大学・大学院入学式 10:00 公立はこだて未来大学 公立はこだて未来大学事務局 34-6448

13 金 ･乳幼児のはこだてげんきな子食育教室 13:00 総合保健センター 保健福祉部健康増進課 32-1515

14 土 ･市民健康教室特集 13:30 函館アリーナ 保健福祉部健康増進課 32-2216

15 日 ･春のクリーングリーン作戦（全市一清掃日） － 市内一円 環境部清掃事業課 51-5163

20 金 ･春の火災予防運動（～4月30日） － 市内一円 消防本部予防課 22-2144

21 土 ･函館山トレッキングクイズラリー 8:30 函館山緑地 住宅都市施設公社 40-3605

25 水 ･生活習慣病予防教室～糖尿病の予防～ 13:30 総合保健センター 保健福祉部健康増進課 32-2216

26 木 ･函館競輪ＧＩＩＩナイター 14:30 函館競輪場ほか 競輪事業部事業課 51-3121

･函館市温暖化対策地域推進協議会 未定 未定 環境部環境総務課 51-0758

･燃料油メーター立入検査 9:30 対象事業所ガソリンスタンド 経済部計量検査所 27-2555

･「箱館ハイカラ號」運行（～10月31日） － 市電全路線 企業局交通部事業課 52-1273

･特定計量器定期検査（～11月末） 9:00 対象事業所 経済部計量検査所 27-2555

･甲種防火管理新規講習会 未定 消防本部 消防本部予防課 22-2144

･函館市高齢者大学大門校　入学式 未定 ふらっとDaimon 生涯学習部生涯学習文化課 21-3445

･新入学児童交通安全特別啓発 未定 市内小学校（2校） 市民部交通安全課 21-3190

･平成30年度狂犬病予防集合注射 未定 市内一円 保健所生活衛生課 32-1524

･貝殻でつくろう 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･キッズフェスティバル 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

5 土 ･「こどもの日」小児料金無料運行 － 市電全路線 企業局交通部事業課 32-1730

11 金 ･両親学級 13:30 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

12 土 ･民生委員・児童委員の日活動強化週間（～5月18日） － 市内一円 保健福祉部地域福祉課 21-3293

13 日 ･春のはこボタ 10:00 見晴公園 住宅都市施設公社 40-3605

･戸井地区ふれあい学園 9:30 戸井生涯学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･戸井地区玉入れ大会 18:30 潮光中学校体育館 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

18 金 ･民生委員・児童委員大会 13:30 芸術ホール 保健福祉部地域福祉課 21-3293

23 水 ･第91回日本港湾協会定時総会 13:00 函館アリーナ 港湾空港部管理課 21-3485

29 火 ･戸井地区ゲートボール大会 9:30 戸井運動広場ゲートボール場 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

30 水 ･生活習慣病予防教室～脂質異常症の予防～ 13:30 総合保健センター 保健福祉部健康増進課 32-2216

･バックステージツアー 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･函館市高齢者大学青柳校 未定 函館市公民館 函館市公民館 22-3320

･少年少女スポーツ教室第1期 未定 函館アリーナ 函館アリーナ 57-3141

･テニス教室第1期 未定 千代台公園庭球場 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･シニアスポーツ教室第1期 未定 函館アリーナ 函館アリーナ 57-3141

･第48回箱館五稜郭祭 未定 五稜郭公園ほか 観光部観光推進課 21-3396

･消費生活パネル展（～5月下旬） － 市役所1階市民ホール 市民部くらし安心課 21-3189

･第69回植樹祭式典 11:00 市民の森 土木部施設管理課 21-3431

･亀田川清掃 7:00 亀田川流域（神山橋～河口） 土木部公園河川整備課 21-3436

･市民記念植樹 10:00 空港緑地志海苔ふれあい広場 土木部施設管理課 21-3431

･ダンボール箱を利用した生ごみ堆肥づくり講習会 未定 未定 環境部環境推進課 51-0798

･レジ袋削減およびごみのポイ捨て防止キャンペーン 未定 未定 環境部環境推進課 51-0798

･防災管理新規講習会 未定 消防本部 消防本部予防課 22-2144

･椴法華小学校・中学校合同ふれあい大運動会 9:40 函館市立椴法華中学校グラウンド 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･第50回恵山つつじまつり 10:00 恵山山麓一帯 恵山支所産業建設課 85-2336

･千代台公園緑のリサイクル 未定 千代台公園 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･ガーデンテラスコンサート 未定 道南四季の杜公園 道南四季の杜公園管理事務所 34-3888

･放置自転車防止対策および自転車安全運転啓発活動 未定 未定 市民部交通安全課 21-3191

･函館市高齢者大学青柳校　入学式 未定 公民館 生涯学習部生涯学習文化課 21-3445

･公民館講座(回数未定) 未定 函館市公民館 函館市公民館 22-3320

･亀田公民館講座(回数未定) 未定 函館市亀田公民館 函館市亀田公民館 41-2445

･公会堂プロムナードコンサート(回数未定) 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

･公会堂コンサート(回数未定) 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

･平成30年度狂犬病予防集合注射 未定 支所管内一円 保健所生活衛生課 32-1524
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(注)行事・事業の内容は, 現在予定されているものですので, 変更となる場合があります。

1 金 ･「HIV検査普及週間」パネル展（～6月7日） － 中央図書館 保健所保健予防課 32-1547

2 土 ･函館競輪開設68周年記念競輪ＧＩＩＩナイター 14:30 函館競輪場ほか 競輪事業部事業課 51-3121

3 日 ･危険物安全週間（～6月9日） － 市内一円 消防本部指導課 22-2145

5 火 ･文学の夕べ　第2回 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

･高校生のための就職セミナー 13:30 ホテル法華クラブ 経済部労働課 21-3309

･はこだて花と緑のフェスティバル2018（～6月10日） 10:00 はこだてグリーンプラザ 住宅都市施設公社 40-3601

10 日 ･再生自転車・家具類の販売 11:00 リサイクルセンター 環境部埋立処分場 56-3196

13 水 ･戸井地区ふれあい学園 9:30 戸井西部総合センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

15 金 ･乳幼児のはこだてげんきな子食育教室 13:00 総合保健センター 保健福祉部健康増進課 32-1515

24 日 ･函館新人演奏会 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

25 月 ･男女共同参画啓発パネル展（～6月29日） － 市役所1階市民ホール 市民部市民・男女共同参画課 21-3470

･中庭テラス読み聞かせ 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

･生活習慣病予防教室～高血圧の予防～ 13:30 総合保健センター 保健福祉部健康増進課 32-2216

･「路面電車の日」記念行事 未定 未定 企業局交通部事業課 32-1730

･水道週間関連行事 未定 未定 企業局管理部経営企画課 27-8766

･環境パネル展 － 市役所1階市民ホール・中央図書館 環境部環境推進課 51-0798

･人権の花運動（～6月中旬） 未定 市内小学校8校 市民部くらし安心課 21-3136

･花と緑のフェスティバル2018 10:00 はこだてグリーンプラザ 土木部施設管理課 21-3431

･第33回南かやべひろめ舟祭り 未定 臼尻漁港(臼尻町) 南茅部支所産業建設課 25-5118

･健康推進事業「恵山登山（春）」 8:30 恵山 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･四季の杜ンピック 未定 道南四季の杜公園 道南四季の杜公園管理事務所 34-3888

･クリーン・ウォーキング大作戦 未定 未定 環境部環境推進課 51-0798

･放置自転車防止対策および自転車安全運転啓発活動 未定 未定 市民部交通安全課 21-3191

･ちびっこなかよし運動会 10:00 道南四季の杜公園 子ども未来部子どもサービス課 21-3272

･ＮＥＣバレーボール教室 未定 函館アリーナ 函館アリーナ 57-3141

･ざいだん邦楽こども教室 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･公会堂プロムナードコンサート(回数未定) 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

･公会堂コンサート(回数未定) 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

1 日 ･社会を明るくする運動強調月間（～7月31日） － 市内一円 保健福祉部地域福祉課 21-3289

4 水 ･戸井地区ふれあい学園 9:30 戸井生涯学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

5 木 ･プロ野球パリーグ公式戦 未定 千代台公園野球場 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･平成30年度 企画展 「北の昆布」（仮）（～9月4日） － 博物館本館 函館博物館 23-5480

･文学の夕べ　第3回 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

11 水 ･夏の交通安全運動（～7月20日） － 市内一円 市民部交通安全課 21-3190

13 金 ･両親学級 13:30 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

14 土 ･クイズ石川啄木と函館 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

21 土 ･思春期保健講演会 13:00 中央図書館 子ども未来部母子保健課 32-1533

23 月 ･「肝臓週間」パネル展（～7月29日） － 総合保健センター 保健所保健予防課 32-1547

25 水 ･函館の「海と港」児童絵画展 未定 函館市北洋資料館 函館市北洋資料館 55-3455

28 土 ･函館・盛岡啄木かるた大会 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

29 日 ･市民の森アジサイフェスタ 10:00 市民の森 住宅都市施設公社 40-3605

31 火 ･小学生水泳教室 13:30 戸井学校プール 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･高齢者ふれあいいきいき学級事業　健康講座「軽運動」 10:00 函館市椴法華総合センター 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･夏まつり（親水施設） 10:00 道南四季の杜公園 道南四季の杜公園管理事務所 34-3888

･函館港花火大会 未定 豊川埠頭周辺 観光部観光推進課 21-3396

･カラオケビール電車の運行（～8月下旬） － 駒場車庫前～函館どっく前 企業局交通部事業課 32-1730

･裏夜景と花火観賞会 18:00 道南四季の杜公園 道南四季の杜公園管理事務所 34-3888

･大森浜環境美化活動 7:00 大森浜 土木部公園河川整備課 21-3436

･体験教室事業「陶芸教室」 9:00 陶工房「夢窯」 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･はこだて・エコフェスタ2018 10:00 函館アリーナ 環境部環境推進課 51-0798

･甲種防火管理新規講習会 未定 消防本部 消防本部予防課 22-2144

･甲種防火管理再講習会・防災管理再講習会 未定 消防本部 消防本部予防課 22-2144

･夏休み自由研究「親子で北方民族文様の切り紙細工をしよう」 未定 函館市北方民族資料館 函館市北方民族資料館 22-4128

･旧函館区公会堂1日館長 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

･水と緑の祭典 7:00 新中野ダム周辺 土木部公園河川整備課 21-3436

･海の日記念式典 未定 未定 港湾空港部港湾空港振興課 21-3493

･夏休みきれいな街づくり運動 － 市内一円 環境部環境推進課 51-0798

･函館くじらフェスティバル 未定 国際水産・海洋総合研究センター　 農林水産部水産課 21-3335
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(注)行事・事業の内容は, 現在予定されているものですので, 変更となる場合があります。

･放置自転車防止対策および自転車安全運転啓発活動 未定 未定 市民部交通安全課 21-3191

･梁川公園内交通公園夏の感謝祭 未定 梁川公園内交通公園 市民部交通安全課 21-3191

･サマークラシック 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･公会堂プロムナードコンサート(回数未定) 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

･公会堂コンサート(回数未定) 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

･平成30年度第1回函館市南茅部地域審議会 未定 南茅部総合センター 南茅部支所地域振興課 25-5114

･平成30年度第1回函館市戸井地域審議会 未定 戸井支所 戸井支所地域振興課 82-2111

･平成30年度第1回函館市恵山地域審議会 未定 恵山支所 恵山支所地域振興課 85-2331

･平成30年度第1回函館市椴法華地域審議会 未定 椴法華支所 椴法華支所地域振興課 86-2111

･難病患者サポート教室 13:00 総合保健センター 保健所保健予防課 32-1539

･小学生水泳教室（～8月3日） 13:30 戸井学校プール 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･裏夜景と花火鑑賞会 18:00 道南四季の杜公園 道南四季の杜公園管理事務所 34-3888

･「函館港まつり」200円均一運行（～8月5日） － 市電全路線 企業局交通部事業課 32-1730

･函館市功労賞表彰式 未定 未定 総務部人事課 21-3667

･函館市市民貢献賞表彰式 未定 未定 総務部人事課 21-3667

･函館港まつり(～8月5日) 未定 十字街～函館駅前～松風町ほか 観光部観光推進課 21-3396

2 木 ･港まつり翌朝清掃（～8月4日） 5:30 港まつり会場周辺 環境部清掃事業課 51-5163

4 土 ･谷村志穂自著を読む5 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

17 金 乳幼児のはこだてげんきな子食育教室 13:00 総合保健センター 保健福祉部健康増進課 32-1515

18 土 ･函館公園ファミリーフェスタ 10:00 函館公園 住宅都市施設公社 40-3605

25 土 ･石川啄木講座 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

･全国一斉商品量目立入検査（前期） 9:30 百貨店・スーパー等 経済部計量検査所 27-2555

･第27回「風間浦・椴法華友好地域子ども交流会」 未定 青森市 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･第24回総合福祉センターまつり 10:00 あいよる21、若松緑地公園 総合福祉センター 22-6262

･体験教室事業「陶芸教室」 9:00 陶工房「夢窯」 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･第52回湯の川温泉花火大会 未定 松倉川下流 観光部観光推進課 21-3396

･函館市青少年芸術教育奨励事業　音楽コンクール 未定 芸術ホール 生涯学習部生涯学習文化課 21-3444

･函館市青少年芸術教育奨励事業　席書大会 未定 芸術ホール 生涯学習部生涯学習文化課 21-3444

･放置自転車防止対策および自転車安全運転啓発活動 未定 未定 市民部交通安全課 21-3191

･ざいだんフェスティバル 未定 千代台公園陸上競技場ほか 文化・スポーツ振興財団 57-9739

･グリーンパークみんなであそぼ 未定 千代台公園陸上競技場ほか 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･ざいだんフリーマーケット 未定 千代台公園陸上競技場ほか 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･公会堂プロムナードコンサート(回数未定) 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

･公会堂コンサート(回数未定) 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

5 水 ･平成30年度福祉職場説明会 未定 フォーポイントバイシェラトン函館 福祉人材バンク 23-8546

8 土 ･宇江佐真理を語る～没後3年に寄せて 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

9 日 ･再生自転車・家具類の販売 11:00 リサイクルセンター 環境部埋立処分場 56-3196

11 火 ･文学の夕べ　第4回 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

14 金 ･両親学級 13:30 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

16 日 ･秋のはこボタ 10:00 見晴公園 住宅都市施設公社 40-3605

21 金 ･秋の全国交通安全運動（～9月30日） － 市内一円 市民部交通安全課 21-3190

22 土 ･函館・文学の散歩道 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

24 月 ･「結核予防週間」パネル展（～9月30日） － 総合保健センター 保健所保健予防課 32-1547

･はこだてキッズタウン2018 9:00 サン・リフレ函館 子ども未来部次世代育成課 32-1527

･公園フェスティバル 10:00 道南四季の杜公園 住宅都市施設公社 40-3605

･はこだてグルメサーカス 未定 はこだてグリーンプラザほか 観光部観光推進課 21-3499

･開港5都市景観まちづくり会議2018函館大会 未定 未定 都市建設部まちづくり景観課 21-3357

･健康推進事業「恵山登山（秋）」 8:30 恵山 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･丘の上の芸術祭 未定 函館市公民館 函館市公民館 22-3320

･アイヌ文様木彫り教室 未定 函館市北方民族資料館 函館市北方民族資料館 22-4128

･少年少女スポーツ教室 未定 函館アリーナ 函館アリーナ 57-3141

･シニアスポーツ教室 未定 函館アリーナ 函館アリーナ 57-3141

･テニス教室第2期 未定 千代台公園庭球場 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･平成30年度市民パークゴルフ大会 8:30 すずらんの丘公園パークゴルフ場 土木部施設管理課 21-3431

･体験教室（押し花絵） 18:00 戸井西部総合センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･函館エアポートフェスタ’18 未定 函館空港ターミナルビル及び駐車場 港湾空港部港湾空港振興課 21-3439

･函館市社会学級講演会 未定 未定 生涯学習部生涯学習文化課 21-3566

･救急医療週間 未定 消防本部 消防本部救急課 27-0099

企画部広報広聴課(21-3630)
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(注)行事・事業の内容は, 現在予定されているものですので, 変更となる場合があります。

･高校生によるお茶会 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

･公会堂コンサート(回数未定) 未定 旧函館区公会堂 旧函館区公会堂 22-1001

･動物ふれあいフェスティバル2018 未定 未定 保健所生活衛生課 32-1524

6 土 ･石川啄木直筆資料展「明治41年6月の書簡」 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

12 金 ･乳幼児のはこだてげんきな子食育教室 13:00 総合保健センター 保健福祉部健康増進課 32-1515

13 土 ･函館・文学の散歩道 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

･高年齢者雇用就業パネル展（～10月19日） － 市役所１階市民ホール 経済部労働課 21-3309

･秋の火災予防運動（～10月31日） － 市内一円 消防本部予防課 22-2144

･渡島海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧（～11月3日） 8:30 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局選挙課 21-3594

･はこだてMOMI-Gフェスタ(～11月11日) 16:00 香雪園（見晴公園内） 住宅都市施設公社 40-3605

21 日 ･秋のクリーン作戦（全市一斉清掃日） 8:00 市内一円 環境部清掃事業課 51-5163

･女性センター作品展示会（～11月2日） － 市役所1階市民ホール 市民部市民・男女共同参画課 21-3470

･リサイタルシリーズSPECIAL 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･障がい者雇用促進フェア 13:30 未定 経済部労働課 21-3309

･生涯スポーツ普及事業「4地区交流パークゴルフ大会」 9:00 恵山シーサイドゴルフ場 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･「鉄道の日」記念行事 － 未定 企業局交通部事業課 32-1730

･アイヌ文様刺しゅう教室 未定 函館市北方民族資料館 函館市北方民族資料館 22-4128

･函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ定期演奏会 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

･2018道南チャンピオンシップ 函館パークゴルフ大会 9:00 すずらんの丘公園パークゴルフ場 土木部施設管理課 21-3431

･戸井地区文化祭 9:00 戸井総合学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･ハロウィンナイト 18:00 道南四季の杜公園 道南四季の杜公園管理事務所 34-3888

･異世代音楽交流会 未定 未定 函館市公民館 22-3320

･オーシャンスタジアム杯第10回少年野球大会 未定 千代台公園野球場 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･感謝祭 10:00 道南四季の杜公園 道南四季の杜公園管理事務所 34-3888

･道南駅伝競走大会 9:00 潮光中学校 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･甲種防火管理新規講習会 未定 消防本部 消防本部予防課 22-2144

･ふわふわアドベンチャーツアーin函館アリーナ 未定 函館アリーナ 函館アリーナ 57-3141

･函館市青少年芸術教育奨励事業　児童生徒　書・美術展 － 芸術ホール 生涯学習部生涯学習文化課 21-3444

･函館市青少年芸術教育奨励事業　授賞式・記念演奏会 未定 芸術ホール 生涯学習部生涯学習文化課 21-3444

･はこだてカルチャーナイト 未定 市役所ほか 生涯学習部生涯学習文化課 21-3495

･新規高卒者就職面接会 13:00 未定 経済部労働課 21-3309

･はこだて男女共同参画フォーラム2018 未定 未定 市民部市民・男女共同参画課 21-3470

･ちびっこあそびの広場 9:30 サン・リフレ函館 子ども未来部子どもサービス課 21-3272

･梁川公園内交通公園秋の感謝祭 未定 梁川公園内交通公園 市民部交通安全課 21-3191

･平成30年度第2回函館市南茅部地域審議会 未定 南茅部総合センター 南茅部支所地域振興課 25-5114

･平成30年度第2回函館市戸井地域審議会 未定 戸井支所 戸井支所地域振興課 82-2111

･平成30年度第2回函館市恵山地域審議会 未定 恵山支所 恵山支所地域振興課 85-2331

･平成30年度第2回函館市椴法華地域審議会 未定 椴法華支所 椴法華支所地域振興課 86-2111

3 土 ･文化の日企画「西部文化施設３館ツアー」 未定 函館市北方民族資料館 函館市北方民族資料館 22-4128

4 日 ･地域間交流事業（大間町音楽祭） 9:00 青森県大間町 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

9 金 ･両親学級 13:30 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

10 土 ･文学館講演会「宇江佐真理を語る～没後３年に寄せて」 未定 函館市文学館 函館市文学館 22-9014

11 日 ･冬の交通安全運動（～11月20日） 未定 市内一円 市民部交通安全課 21-3190

24 土 ･函館・文学の散歩道 未定 函館市公民館 函館市公民館 22-3320

26 月 ･「世界エイズデー」パネル展（～12月2日） － 総合保健センター 保健所保健予防課 32-1547

･戸井地区ふれあい学園 9:30 戸井生涯学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･計量展（計量のひろば） 10:00 未定 経済部計量検査所 27-2555

･家庭用計量器無料検査 9:30 未定 経済部計量検査所 27-2555

･日本調理技能コンクール 11:00 市役所１階市民ホール 経済部労働課 21-3309

･技能功労者表彰 未定 未定 経済部労働課 21-3309

･函館高等技術専門学院パネル展 － 市役所１階市民ホール 経済部労働課 21-3309

･119番の日 － 市内一円 消防本部消防指令センター 22-2126

･技能フェア 9:00 ポリテクセンター函館 経済部労働課 21-3309

･食材使い切り料理教室 未定 未定 環境部環境推進課 51-0798

･難病患者サポート教室 13:00 総合保健センター 保健所保健予防課 32-1539

･はこだてクリスマスファンタジー(～12月25日) 16:30 赤レンガ倉庫群前会場 観光部観光推進課 21-3396

･はこだてイルミネーション(～平成31年2月末) － 二十間坂・八幡坂ほか 観光部観光推進課 21-3396

･五稜星の夢(～平成31年2月末) 17:00 特別史跡五稜郭跡・五稜郭公園 観光部観光推進課 21-3396

企画部広報広聴課(21-3630)

10

9

未定

12

1 土

11

未定

中旬

15

上旬

土

29 月

未定

下旬

未定

月

20

上旬



ＮＯ．６

(注)行事・事業の内容は, 現在予定されているものですので, 変更となる場合があります。

･函館駅前広場イルミネーション(～平成31年2月末) － 函館駅前広場 観光部観光推進課 21-3396

･外食時の「おいしい食べきり」全国キャンペーン（～平成31年1月31日） － 市内一円 環境部環境推進課 56-6694

･戸井地区ゲートボール交流会 9:30 日新小学校体育館 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

･歳末火災特別警戒（～12月31日） － 市内一円 消防本部予防課 22-2144

8 土 ･戸井地区バトミントン大会 9:00 日新中学校体育館 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

14 金 ･乳幼児のはこだてげんきな子食育教室 13:00 総合保健センター 保健福祉部健康増進課 32-1515

22 土 ･リサイタルシリーズSPECIAL 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

23 日 ･HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 未定 函館市芸術ホール 函館市芸術ホール 55-3521

31 月 ･初詣無料電車運行 23:00 市電全路線 企業局交通部事業課 32-1730

･市電「人権号」運行 未定 湯の川～谷地頭　往復 市民部くらし安心課 21-3136

･人権ポスター作品展 8:45 市役所1階市民ホール 市民部くらし安心課 21-3136

･全国一斉商品量目立入検査（後期） 9:30 百貨店・スーパー等 経済部計量検査所 27-2555

･親子でムックリを作ろう 未定 函館市北方民族資料館 函館市北方民族資料館 22-4128

･ミッドナイトトラム運行 － 市電全路線 企業局交通部事業課 32-1730

･異世代フラダンス交流会 未定 亀田公民館 函館市亀田公民館 41-2445

･初心者スケート教室 未定 市民スケート場 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･ジュニアフィギュア教室 未定 市民スケート場 屋外スポーツ施設管理事務所 54-5233

･高齢者ふれあいいきいき学級事業「鏡もちをつくろう」 10:00 椴法華高齢者福祉総合センター 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

･地球温暖化対策パネル展 － 未定 環境部環境総務課 51-0758

･平成30年度第3回函館市南茅部地域審議会 未定 南茅部総合センター 南茅部支所地域振興課 25-5114

･平成30年度第3回函館市戸井地域審議会 未定 戸井支所 戸井支所地域振興課 82-2111

･平成30年度第2回函館市恵山地域審議会 未定 恵山支所 恵山支所地域振興課 85-2331

･平成30年度第2回函館市椴法華地域審議会 未定 椴法華支所 椴法華支所地域振興課 86-2111

･総合防災訓練（関係機関連携訓練） 未定 未定 総務部総務課 21-3648

･総合防災訓練（住民参加型訓練） 未定 未定 総務部総務課 21-3648

･はこだて住まいづくりサポートフェア 未定 未定 住宅都市施設公社 40-3604

･屋外コンサート 未定 道南四季の杜公園 道南四季の杜公園管理事務所 34-3888

･はこだてノーマイカーデー2018 － 市内一円 環境部環境総務課 51-0758

･温暖化防止市民講座 未定 未定 環境部環境総務課 51-0758

･難病医療講演会
 未定 総合保健センター 保健所保健予防課 32-1539
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