
( 令和4年12月15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

1 日 はこだてグリーンプラザイルミネーション｢HAKODATE LUMIｰPOP｣
(はこだてルミポップ)（～2月28日） 日没後 グリーンプラザ 経済部商業振興課 21-3306

1 日 特別ダイヤ - 全線 企業局交通部事業課 52-1273

2 月 特別ダイヤ - 全線 企業局交通部事業課 52-1273

2 月 市民スケート場　初すべりお年玉プレゼント 10:00 市民スケート場 市民スケート場 54-5233

3 火 土日祝日ダイヤ - 全線 企業局交通部事業課 52-1273

4 水 令和５年　函館市年賀会 11:00 函館国際ホテル 総務部人事課 21-3667

4 水 体験学習講座「ムックリ製作・演奏体験」（通年） 事前予約 北方民族資料館 北方民族資料館 22-4128

4 水 体験学習講座「北方民族文様の切り紙細工体験」（通年） 9:00 北方民族資料館 北方民族資料館 22-4128

5 木 令和４年度ざいだん「邦楽こども教室」冬期短期コース 13:30 市民会館 市民会館 57-3111

5 木 第28回新春書き初め会 13:00 恵山総合体育館 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

5 木 令和５年函館市消防出初式 11:00 函館アリーナ 消防本部庶務課 22-2142

6 金 「ナイトラムチケット」発売（～3月31日） 12:00 スマートフォンでのみ販売 企業局交通部事業課（営業） 32-1730

7 土 公民館講座「書き初め会」 13:30 公民館 公民館 22-3320

8 日 冬休み特別企画「楽器のヒミツ大発見！」～リコーダー編～ 10:00 市民会館 市民会館 57-3111

8 日 冬休み特別企画「大漁旗をつくろう」 10:00 芸術ホール 北洋資料館 55-3455

8 日 令和５年函館市二十歳の集い 13:00 函館アリーナ 生涯学習部生涯学習文化課 21-3444

9 月 ピアノコンサート・フォー・ユー 13:00 芸術ホール 芸術ホール 55-3521

9 月 第３弾～パパ主役！子どもと一緒に初めて洗濯もの片付け術 10:00 Ｇスクエア 市民部市民・男女共同参画課 21-3470

11 水 公民館リーダーバンク講座「羊毛フェルト制作体験」 13:30 公民館 公民館 22-3320

11 水 定期普通救命講習 13:30 消防本部 消防本部救急課 27-0099

11 水 弁護士による専門相談 13:00 総合福祉センター 成年後見センター 23-2600

12 木 ロボットラボラトリ 10:00 東和電機製作所(見学会) 経済部工業振興課 21-3350

13 金 これからはじめるＤＸ推進セミナー 13:30 Gスクエア 経済部工業振興課 21-3350

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

15 日 公園活用講座　　動物を描くレザークラフトを体験しよう 10:00 函館公園ビジターセンター 西部公園事務所 22-6789

15 日 市民スケート場　イベントデー① 11:00 市民スケート場 市民スケート場 54-5233

17 火 戸井地区冬季ゲートボール交流会(2) 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

18 水 定期普通救命講習 13:30 消防本部 消防本部救急課 27-0099

20 金 安全活動実践功労賞表彰式 11:00 市役所８階大会議室 市民部交通安全課 21-3191

21 土 ざいだんアートマルシェ 10:00 市民会館 市民会館 57-3111

21 土 依存症を考えるつどい 13:30 総合福祉センター 保健福祉部障がい保健福祉課 21-3077

22 日 市民スケート場　イベントデー② 11:00 市民スケート場 市民スケート場 54-5233

22 日 ♭ふらっとコンサートSPECIAL 14:00 芸術ホール 芸術ホール 55-3521

24 火 知的財産基礎セミナー 13:30 函館商工会議所 経済部工業振興課 21-3350

25 水 定期普通救命講習 13:30 消防本部 消防本部救急課 27-0099

25 水 令和４年度災害ボランティア研修会 13:30 函館アリーナ 事業部事業課地域福祉係 23-2226

26 木 合同企業説明会 13:00 フォーポイントバイシェラトン函館 経済部雇用労政課 21-3309

26 木 令和５年第1回函館市農業委員会総会 14:00 市役所８階第２会議室 農業委員会事務局農地担当 21-3588

27 金 文化財防火デーに伴う消防訓練 未定 縄文文化交流センター 消防本部予防課 22-2144

29 日 ロボットラボラトリ 10:00 はこだてみらい館 経済部工業振興課 21-3350

企画部広報広聴課(21-3630)

1



No.2

(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

29 日 どさんこゆきんこパーク 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

29 日 HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 14:00 芸術ホール 芸術ホール 55-3521

31 金 これからはじめるＤＸ推進セミナー 13:30 Gスクエア 経済部工業振興課 21-3350

市民の森　雪祭り 未定 市民の森 東部公園事務所 57-7210

公園活用講座　函館公園 未定 函館公園 西部公園事務所 22-6789

1 水 令和４年度函館市自主防災リーダー養成研修（～2月2日） 13:15 市民会館 総務部災害対策課 21-3676

3 金 ２０２３はこだて冬フェスティバル（はこだてひかりのガーデン）（～2月4日） 17:00 元町公園　 はこだて冬フェスティバル実行委員会 27-3535

4 土 体験教室事業「バレンタインチョコを作ろう」 10:00 椴法華総合センター 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

4 土 ２０２３はこだて冬フェスティバル（はこだて冬花火） 20:00 緑の島 はこだて冬フェスティバル実行委員会 27-3535

7 火 戸井地区冬季ゲートボール交流会(3) 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

7 火 障がい者雇用促進セミナー 18:30 市民会館 経済部雇用労政課 21-3309

10 金 ２０２３はこだて冬フェスティバル（はこだてひかりのガーデン）（～2月11日) 17:00 元町公園　 はこだて冬フェスティバル実行委員会 27-3535

11 土 ２０２３はこだて冬フェスティバル（はこだて冬花火） 20:00 緑の島 はこだて冬フェスティバル実行委員会 27-3535

12 日 第３１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

17 金 ２０２３はこだて冬フェスティバル（はこだてひかりのガーデン）（～2月18日) 17:00 元町公園　 はこだて冬フェスティバル実行委員会 27-3535

18 土 ２０２３はこだて冬フェスティバル（はこだて冬花火） 20:00 緑の島 はこだて冬フェスティバル実行委員会 27-3535

21 火 戸井地区冬季ゲートボール交流会(4) 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

22 水 令和５年第2回函館市農業委員会総会 14:00 市役所８階第２会議室 農業委員会事務局農地担当 21-3588

22 水 ２０２３はこだて冬フェスティバル（はこだてひかりのガーデン）（～2月25日） 17:00 元町公園　 はこだて冬フェスティバル実行委員会 27-3535

25 土 自衛隊入隊（校）予定者激励会 10:30 サン・リフレ函館 市民部市民・男女共同参画課 21-3139

25 土 ２０２３はこだて冬フェスティバル（はこだて冬花火） 20:00 緑の島 はこだて冬フェスティバル実行委員会 27-3535

第35期後期戸井地区ふれあい学園(5) 10:00 未定 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

公園活用講座（冬景色散策） 未定 見晴公園 東部公園事務所 57-7210

1 水 市立函館高等学校　卒業式 10:00 市立函館高等学校 学校教育部学校教育課 21-3553

7 火 スクールエコニュース作品展（～3月10日） 8:45 市役所本庁舎 環境部環境推進課 51-0798

8 水 第35期後期戸井地区ふれあい学園(6) 10:00 戸井生涯学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

12 日 再生自転車・家具類の販売（申込開始：６日） 11:00 リサイクルセンター 環境部埋立処分場 56-3196

14 火 スクールエコニュース作品展（～3月18日） 9:30 中央図書館 環境部環境推進課 51-0798

15 水 市立中学校，鱒川小学校，戸井学園　卒業式 - 各市立小・中学校 学校教育部学校教育課 21-3553

17 金 市立小学校（鱒川小学校，戸井学園除く）　卒業式 - 各市立小学校 学校教育部学校教育課 21-3553

17 金 戸井幼稚園　卒園式 10:00 戸井幼稚園 学校教育部学校教育課 21-3553

22 水 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企画総務課 34-6448

23 木 令和５年第3回函館市農業委員会総会 14:00 市役所８階第２会議室 農業委員会事務局農地担当 21-3588

26 日 臨時開庁 8:45 市役所本庁舎・亀田支所 市民部戸籍住民課 21-3176

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

1 土 梁川公園内交通公園開園 9:00 梁川公園内交通公園 市民部交通安全課 21-3191

2 日 臨時開庁 8:45 市役所本庁舎・亀田支所 市民部戸籍住民課 21-3176

3 月 窓口の時間延長 17:30 市役所本庁舎 市民部戸籍住民課 21-3176

6 木 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

6 木 市立小・中・義務教育学校　入学式 - 各市立小・中・義務教育学校 学校教育部学校教育課 21-3553

企画部広報広聴課(21-3630)
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No.3

(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

7 金 戸井幼稚園　入園式 10:00 戸井幼稚園 学校教育部学校教育課 21-3553

7 金 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企画総務課 34-6448

10 月 市立函館高等学校　入学式 14:00 市立函館高等学校 学校教育部学校教育課 21-3553

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

20 木 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

20 木 甲種防火管理新規講習（外部機関主催）（～4月21日） 未定 亀田交流プラザ 消防本部予防課 22-2144

「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（電車） 52-1273

自衛官募集相談員連名委嘱式 10:30 サン・リフレ函館 市民部市民・男女共同参画課 21-3139

公園活用講座　五稜郭公園 未定 五稜郭公園 公園管理部北部公園事務所 40-6322

令和５年第4回函館市農業委員会総会 未定 未定 農業委員会事務局農地担当 21-3588

フォレストビューコンサート➀ 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

体験会 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

公園活用講座　函館山緑地 未定 函館山緑地 西部公園事務所 22-6789

人権パネルシアター（～11月） 未定 未定（認定こども園・保育園・幼稚園） 市民部くらし安心課 21-3136

12 金 両親学級 14:00 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

13 土 函館競輪開設７３周年記念競輪ＧⅢ　（～5月16日） 10:00 函館競輪場 競輪事業部事業課 51-3121

18 木 函館市民生委員・児童委員大会 14:00 芸術ホール 保健福祉部地域福祉課 21-3022

30 火 プラスチックごみ削減キャンペーン（ごみゼロの日） 10:00 未定 環境部環境推進課 51-0798

30 火 消費者の日街頭啓発 未定 未定（スーパーマーケット） 市民部くらし安心課 21-3189

第５４回箱館五稜郭祭 - 五稜郭公園ほか 箱館五稜郭祭実行委員会事務局 51-4785

第７4回植樹祭式典 11:00 市民の森 土木部公園河川管理課 21-3432

亀田川清掃活動 7:00 亀田川沿い 土木部公園河川管理課 21-3432

市民記念植樹 10:00 未定 土木部公園河川管理課 21-3432

公園活用講座（春の散策） 未定 見晴公園 東部公園事務所 57-7210

第５４回恵山つつじまつり 10:00 恵山山麓一帯ほか 恵山支所産業建設課 85-2336

消費生活パネル展 8:45 市役所１階市民ホール 市民部くらし安心課 21-3189

防災管理新規講習 未定 消防本部 消防本部予防課 22-2144

令和５年第5回函館市農業委員会総会 未定 未定 農業委員会事務局農地担当 21-3588

春の全国交通安全運動 未定 未定 市民部交通安全課 21-3190

自転車安全運転啓発活動 16:00 函館駅前 市民部交通安全課 21-3190

函館の街をきれいにする市民運動協議会（総会，表彰式） 未定 亀田交流プラザ 環境部環境推進課 51-0798

ダンボールコンポスト講習会 未定 中央図書館 環境部環境推進課 51-0798

体験会 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

田植え体験会 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

フォレストビューコンサート② 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

函館山トレッキングクイズラリー 未定 函館山緑地 公園管理部西部公園事務所 22-6789

4 日 危険物安全週間（～6月10日） - 市内一円 消防本部指導課 22-2145

5 月 環境パネル展（～6月9日） 8:45 市役所本庁舎 環境部環境推進課 51-0798

10 土 両親学級 10:15 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

11 日 再生自転車・家具類の販売（申込開始：５日） 11:00 リサイクルセンター 環境部埋立処分場 56-3196

企画部広報広聴課(21-3630)
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No.4

(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

13 火 環境パネル展（～6月19日） 9:30 中央図書館 環境部環境推進課 51-0798

22 木 甲種防火管理新規講習（外部機関主催）（～6月23日） 未定 亀田交流プラザ 消防本部予防課 22-2144

25 日 ２０２３函館マラソン 9:00 千代台公園陸上競技場ほか 生涯学習部スポーツ振興課 21-3576

26 月 男女共同参画パネル展（～6月29日） 8:45 市役所１階市民ホール 市民部市民・男女共同参画課 21-3470

「路面電車の日」記念行事 - 未定 企業局交通部事業課（営業） 32-1730

水道週間関連行事 - 未定 企業局管理部経営企画課 27-8766

戸井ゲートボール大会 未定 戸井運動広場 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

第36期戸井地区ふれあい学園(1) 10:00 戸井生涯学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

令和４年度教科書展示会 未定 南北海道教育センター 学校教育部学校教育課 21-3553

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

令和５年第6回函館市農業委員会総会 未定 未定 農業委員会事務局農地担当 21-3588

クリーン・ウォーキング大作戦（～9月） 未定 未定 環境部環境推進課 51-0798

てまえどり運動（～10月） 終日 市内スーパー等 環境部環境推進課 56-6694

四季の杜ボタニカルフェア 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

体験会 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

フォレストビューコンサート③ 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

自転車安全運転啓発活動 16:00 本町交差点 市民部交通安全課 21-3190

令和５年度　北海道渡島地区救難所訓練大会 9:00 函館港　弁天B岸壁 農林水産部水産課 21-3335

令和５年度市民後見人養成研修（全８回程度）（～7月） 未定 未定 成年後見センター 23-2600

14 金 両親学級 14:00 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

15 土 第１９回サマーナイトフェスティバルＧⅡナイター（～7月17日） 14:30 函館競輪場 競輪事業部事業課 51-3121

25 火 令和５年度全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会開会式 15:30 市民会館 生涯学習部スポーツ振興課 21-3908

26 水 令和５年度全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会（～7月31日） 9:30 函館アリーナ他３会場 生涯学習部スポーツ振興課 21-3908

29 土 （仮称）はこだて・エコフェスタ2023 未定 函館蔦屋書店 環境部環境推進課 51-0798

大森浜環境美化活動 7:00 大森浜 土木部公園河川管理課 21-3432

函館港花火大会 19:45 緑の島（打ち上げ場所） 函館新聞社事業部 40-5151

第36期戸井地区ふれあい学園(2) 10:00 戸井生涯学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

福祉職場説明会 未定 未定 福祉人材バンク 23-8546

「路面電車感謝祭」開催 - 駒場車庫 企業局交通部事業課（営業） 32-1730

令和5年度水泳教室(1)～(4) 未定 戸井学校プール 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

体験教室事業「マイはし作り」 未定 椴法華総合センター 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

新規高卒者企業説明会 未定 未定 経済部雇用労政課 21-3308

市民の森　アジサイウィーク - 市民の森 東部公園事務所 57-7210

公園活用講座　アジサイ　挿し木体験 未定 市民の森 東部公園事務所 57-7210

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

令和５年第7回函館市農業委員会総会 未定 未定 農業委員会事務局農地担当 21-3588

函館ペリーボート競漕 未定 函館港若松南ふ頭（旧シーポートプラザ前） 函館ﾍﾟﾘｰﾎﾞｰﾄ競漕実行委員会 23-1181

大森浜ビーチコーミング 未定 大森浜海岸 環境部環境推進課 51-0798

海岸美化意識啓発事業（～8月） 未定 道の駅なとわえさん前浜 環境部環境推進課 51-0798

「水道週間協賛　小学生の図画・習字展」の優秀作品が展示される路面電車の運行 － 駒場車庫構内 企業局交通部事業課（電車） 52-1273

企画部広報広聴課(21-3630)

未定

下旬

下旬

下旬

下旬

未定

7

下旬

下旬

下旬

未定

未定

未定

未定

上旬

中旬

中旬

上旬

上旬

上旬

中旬

中旬

中旬

下旬

未定

未定

下旬

未定

未定

中旬

未定

6

未定



No.5

(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

フォレストビューコンサート④ 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

ラベンダーウィーク 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

体験会 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

公園イベント 未定 昭和公園 公園管理部北部公園事務所 40-6322

海の日記念式典 未定 五島軒 港湾空港部港湾空港振興課 21-3493

夏の交通安全運動 未定 未定 市民部交通安全課 21-3190

梁川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

性の多様性啓発イベント 未定 未定 市民部市民・男女共同参画課 21-3470

1 火 函館市功労賞表彰式 未定 未定 総務部人事課 21-3667

1 火 函館市市民貢献賞表彰式 未定 未定 総務部人事課 21-3667

1 火 「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（電車） 52-1273

1 火 函館裏夜景と花火観賞会 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

1 火 風間浦・椴法華友好地域子ども交流会（～8月2日） 未定 函館市 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

2 水 港まつり翌朝清掃（～8月4日） 5:30 市内各所 環境部環境推進課 51-0798

5 土 令和５年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会開会式 13:00 函館競輪場 生涯学習部スポーツ振興課 21-3908

6 日 令和５年度全国高等学校総合体育大会自転車競技（ロードレース）大会 8:30 函館市特設ロードコース（道南四季の杜公園周辺）　 生涯学習部スポーツ振興課	 21-3908

7 月 令和５年度全国高等学校総合体育大会自転車競技（トラックレース）大会（～8月9日） 8:30 函館競輪場 生涯学習部スポーツ振興課 21-3908

19 土 両親学級 10:15 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

26 土 五稜郭まちなかフェスティバル（～8月27日） 10:00 本町・五稜郭・梁川地区 経済部商業振興課 21-3306

第3 日 第２７回総合福祉センターまつり 9:30 総合福祉センター 総務課総合福祉センター管理係 22-6262

開港１６４周年記念函館港まつり - 函館駅前付近･はこだてグリーンプラザほか 函館港まつり実行委員会 27-3535

第５８回湯の川温泉花火大会 19:40 松倉川下流付近 函館湯の川温泉旅行協同組合 57-8988

令和4年度教科書展示会 未定 市役所1階市民ホール 学校教育部学校教育課 21-3553

令和５年第8回函館市農業委員会総会 未定 未定 農業委員会事務局農地担当 21-3588

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

フォレストビューコンサート⑤ 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

体験会 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

1 月 救急の日および救急医療週間における普及啓発事業（～9月30日） - 消防本部 消防本部救急課 27-0099

8 金 両親学級 14:00 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

10 日 再生自転車・家具類の販売（申込開始：４日） 11:00 リサイクルセンター 環境部埋立処分場 56-3196

はこだてグルメサーカス２０２３ 10:00 はこだてグリーンプラザほか はこだてｸﾞﾙﾒｻｰｶｽ実行委員会事務局 21-3383

下水道の日関連行事 - 未定 企業局管理部経営企画課 27-8766

第36期戸井地区ふれあい学園(3) 10:00 未定 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

令和4年度教科書展示会 未定 中央図書館 学校教育部学校教育課 21-3553

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

令和５年度　第１回福祉マンパワー活用講習会 未定 未定 福祉人材バンク 23-8546

令和5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 土木部公園河川管理課 21-3432

令和５年第9回函館市農業委員会総会 未定 未定 農業委員会事務局農地担当 21-3588

函館公園ファミリーフェスタ 未定 函館公園 公園管理部西部公園事務所 22-6789

函館市青少年芸術教育奨励事業　席書大会 未定 亀田交流プラザ 生涯学習部生涯学習文化課 21-3444

企画部広報広聴課(21-3630)

未定

下旬

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

9

上旬

上旬

中旬

中旬

中旬

中旬

下旬

下旬

未定

未定

未定

未定

7

8

未定

上旬

中旬

中旬



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。

月 日 曜 行事 時間 場　　所 担当課(連絡先) 電話番号

「下水道の日　小学生の図画・習字展」の優秀作品が展示される路面電車の運行 - 駒場車庫構内 企業局交通部事業課（電車） 52-1273

ダンボールコンポスト講習会 未定 中央図書館 環境部環境推進課 51-0798

はこだて仕事フェスタ 未定 函館アリーナ 経済部雇用労政課 21-3309

フォレストビューコンサート⑥ 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

稲刈り体験会 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

公園イベント 未定 五稜郭公園 公園管理部北部公園事務所 40-6322

公園活用講座　函館公園 未定 函館公園 西部公園事務所 22-6789

函館エアポートフェスタ’２３ 未定 函館空港ターミナルおよび駐車場特設会場 港湾空港部港湾空港振興課 21-3439

秋の全国交通安全運動 未定 未定 市民部交通安全課 21-3190

2 月 ３Ｒ推進パネル展（～10月6日） 9:30 Gスクエア 環境部環境推進課 51-0798

9 月 ２０２３函館マラソンコミュニティランニング 8:45 千代台公園 生涯学習部スポーツ振興課 21-3576

10 火 高年齢者雇用就業パネル展 9:00 市役所1階市民ホール 経済部雇用労政課 21-3308

14 土 両親学級 10:15 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

15 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

15 日 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

16 月 ３Ｒ推進パネル展（～10月20日） 8:45 アクロス十字街 環境部環境推進課 51-0798

2023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 土木部公園河川管理課 21-3432

戸井地区文化祭 未定 未定 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

公園活用講座　昭和公園 未定 昭和公園 公園管理部北部公園事務所 40-6322

健康推進事業「パークゴルフ」 未定 恵山シーサイドパークゴルフ場 生涯学習部椴法華教育事務所 86-2451

はこだてＭＯＭＩ－Ｇフェスタ（～11月中旬） 16:00 香雪園（見晴公園内） 住宅都市施設公社東部公園事務所 57-7210

「鉄道の日」記念行事 - 未定 企業局交通部事業課（営業） 32-1730

２０２３道南駅伝競走大会 未定 戸井学園グラウンド 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

恵山紅葉登山会 9:00 恵山火口原ほか 恵山支所産業建設課 85-2336

公園活用講座（紅葉散策） 未定 見晴公園 東部公園事務所 57-7210

公園活用講座　アジサイ　リースづくり 未定 市民の森 東部公園事務所 57-7210

令和５年第10回函館市農業委員会総会 未定 未定 農業委員会事務局農地担当 21-3588

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

エコライフキャンペーン 未定 未定 環境部環境総務課 51-0758

障がい者雇用促進フェア（～11月） 未定 未定 経済部雇用労政課 21-3308

フォレストビューコンサート⑦ 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

体験会 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

ハロウィーンウィーク 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

公園活用講座　函館山緑地 未定 函館山緑地 西部公園事務所 22-6789

梁川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

2 木 函館市文化賞贈呈式 11:00 フォーポイントバイシェラトン函館 生涯学習部生涯学習文化課 21-3495

9 木 甲種防火管理新規講習（外部機関主催）（～11月10日） 未定 亀田交流プラザ 消防本部予防課 22-2144

10 金 両親学級 14:00 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

日本調理技能コンクール 11:00 市役所1階市民ホール 経済部雇用労政課 21-3309

函館高等技術専門学院パネル展 11:00 市役所1階市民ホール 経済部雇用労政課 21-3309

企画部広報広聴課(21-3630)

上旬

上旬

下旬

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

上旬

上旬

上旬

中旬

中旬

下旬

下旬

下旬

下旬

10

11

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

初旬

9



No.7

(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

技能功労者表彰 未定 市役所8階大会議室 経済部雇用労政課 21-3309

令和５年度　第２回福祉マンパワー活用講習会 未定 未定 福祉人材バンク 23-8546

第36期戸井地区ふれあい学園(4) 10:00 戸井生涯学習センター 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

１１９番の日 - 市内一円 消防本部指令センター 22-2126

公園活用講座　アジサイのハーバリウム 未定 市民の森 東部公園事務所 57-7210

令和５年第11回函館市農業委員会総会 未定 未定 農業委員会事務局農地担当 21-3588

函館市民文化祭 未定 市民会館・芸術ホール 生涯学習部生涯学習文化課 21-3444

はこだてエコライフ展2023 未定 未定 環境部環境総務課 51-0758

新規高卒者就職面接会（～12月） 未定 未定 経済部雇用労政課 21-3308

感謝フェア 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

フォレストビューコンサート⑧ 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

体験会 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

暴力追放運動パネル展 8:45 市役所１階市民ホール 市民部くらし安心課 21-3189

冬の交通安全運動 未定 未定 市民部交通安全課 21-3190

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

人権スポーツ教室（車椅子バスケットボール）（～12月） 未定 未定（中学校） 市民部くらし安心課 21-3136

1 金 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

1 金 ２０２３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 はこだてｸﾘｽﾏｽﾌｧﾝﾀｼﾞｰ実行委員会 27-3535

1 金 "２０２４はこだて冬フェスティバル（はこだてイルミネーション）"（～2月28日） 日没後 二十間坂，八幡坂，開港通り，基坂 はこだて冬ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 27-3535

1 金 湯の川冬の灯り（～2月28日） 日没後 湯の川温泉足湯「湯巡り舞台」から鮫川沿い 湯の川冬の灯り実行委員会 57-8988

1 金 五稜星の夢（ほしのゆめ）（～2月28日） 日没後 特別史跡五稜郭跡（五稜郭公園）五稜郭タワー 五稜星の夢実行委員会 51-4785

9 土 両親学級 10:15 総合保健センター 子ども未来部母子保健課 32-1533

障がい者週間記念行事 未定 総合福祉センター 事業課地域福祉係 23-2226

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

函館港イルミナシオン映画祭 - 公民館 函館港イルミナシオン映画祭実行委員会 22-1037

戸井バドミントン大会 未定 未定 生涯学習部戸井教育事務所 82-3150

戸井地区冬季ゲートボール交流会(1) 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

令和５年第12回函館市農業委員会総会 未定 未定 農業委員会事務局農地担当 21-3588

しめ縄づくり体験会 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

クリスマスナイト 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

令和５年度函館市防災総合訓練（住民参加型訓練） 未定 未定 総務部災害対策課 21-3648

函館市防災フェスタ2023 未定 未定 総務部災害対策課 21-3648

（仮称）食材使い切り料理講習会 未定 中央図書館 環境部環境推進課 56-6694

弁護士による専門相談（毎月第2水曜日） 13:00 総合福祉センター 成年後見センター 23-2600

地域交流サロンこんにち輪（毎月第2金曜日） 13:30 総合福祉センター 事業課地域福祉係 23-2226

依存症を考えるつどい（毎月第3土曜日） 13:30 未定（月によって異なる） 保健福祉部障がい保健福祉課 21-3077
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