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【発刊にあたって】

登別市内では、文化やスポーツなどのさまざまな行事が数多く行われています。

市は、これらの行事について『いつ』、『どこで』、『どんなことが』といった情報をまとめて市民の皆さんにお

知らせし、より多くの方が参加できるような各種イベントの定着や広がり、まちづくりの一助としていただくた

め『登別市内各種大会・行事一覧表』を作成しました。

この一覧表が市民の皆さんに活用され、地域活動がいっそう活発になることを願っています。

作成に当たり、各種団体や関係機関などの皆さんのご協力に対し、心からお礼申し上げます。

なお、掲載内容などについては、平成３１年３月下旬までに提出された資料に基づいて作成しましたので、行

事などは開催月日が未定となっているもののほか、今後変更となる場合があります。詳しくは、各開催団体事務

局などに問い合わせください。

登別市総務部企画調整グループ（広報広聴担当）

〒０５９－８７０１ 登別市中央町６丁目１１番地
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２０１９年度大会行事一覧（４月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

3月14日～4月12日 特別展『はじめまして！-平成31年度新資料-』 市教育委員会 郷土資料館 - 郷土資料館　 88-1339

4月1日～3月31日
鬼火が誘う地獄の谷
『鬼火の路、幻想と神秘の谷』

登別国際観光コンベンション協
会、登別市

登別地獄谷入口～遊歩
道

55,000 観光振興グループ 83-5301

4月7日 第82回民謡発表大会 登別民謡連合会 市民会館 80 三上さん 86-5710

4月13日 体験学習『第1回包丁とぎ体験』 市教育委員会 郷土資料館 20 郷土資料館　 88-1339

4月14日 登別棋道連盟会長杯囲碁大会 登別棋道連盟 富士会館 30 熊谷さん 87-4588

4月14日 春のクリーン作戦 登別市連合町内会 市内各所 - 鳴海さん 84-1079

4月14日 第59回会長杯 登別ミニバレー協会 総合体育館 65 石塚さん 88-0534

4月19日～21日 会員展 登別美術協会 市民会館 67 桐さん 86-5490

4月19日～5月5日 五月武者人形展 市教育委員会 郷土資料館 - 郷土資料館　 88-1339

4月20日 べこもち作りとお話の会 市教育委員会 郷土資料館 20 郷土資料館　 88-1339

4月28日 今年の運ためし大会 登別パークゴルフ協会 岡志別の森運動公園 100 髙田さん 85-6404

4月28日・29日 第36回連盟会長杯少年軟式野球大会 登別市少年軟式野球連盟 若草公園少年野球場 180 相馬さん 85-3260

4月28日・29日 ミズバショウ観察会 ＮＰＯ法人キウシト湿原・登別 キウシト湿原 30 キウシト湿原ビジターセンター 84-8470

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（５月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

5月～10月
（日曜日、祝日）

ポントコフェスタ のぼりべつ酪農館 のぼりべつ酪農館
1日
80

のぼりべつ酪農館 85-3184

5月2日・3日
北海道新聞社旗争奪
第35回登別市少年軟式野球大会

登別市少年軟式野球連盟 若草公園少年野球場 180 相馬さん 85-3260

5月3日
江戸をいろどる大道芸
（日向ひょっとこ踊り登別愛好会）

登別伊達時代村 登別伊達時代村 13 堀尾さん 85-7450

5月3日・4日 ＧＷスペシャルウイーク ふぉれすと鉱山 ふぉれすと鉱山 300 ふぉれすと鉱山 85-2569

5月4日 日本古来の製鐵法たたら製鐵体験 室蘭登別たたらの会 カント・レラ 30 石崎さん 85-1179

5月5日 市民探鳥会 日本野鳥の会室蘭支部
胆振幌別川白鳥テラス
（新川町）

- 山地さん
090-2873-
0039

5月5日 子どもの日スペシャル ふぉれすと鉱山 ふぉれすと鉱山 150 ふぉれすと鉱山 85-2569

5月11日 チャリティーコンサート『愛のメロディー』 国際ソロプチミスト登別 市民会館 500 山田さん
090-2072-
1671

5月11日・12日
建成ホーム杯争奪
第34回登別市少年軟式野球大会

登別市少年軟式野球連盟 若草公園少年野球場 180 相馬さん 85-3260

5月11日～6月9日 さくら写真展 市教育委員会 郷土資料館 - 郷土資料館　 88-1339

5月12日 カムイヌプリ山開き兼市民登山会 登別山岳会 カムイヌプリ３合目 50 澤田さん 88-0810

5月12日 総会・吟詠発表会 登別吟道連盟 鷲別公民館 80 今川さん 84-2663

5月12日 第44回登別こいのぼりマラソン 同実行委員会 市営陸上競技場 900 社会教育グループ 88-1129

5月18日・19日 第2回上田グループ杯 登別市少年軟式野球連盟 若草公園少年野球場 180 相馬さん 85-3260

5月18日～26日 楽伸会・伸芽会合同書展 楽伸会、伸芽会 市民活動センター 20 成田さん 85-2067

5月19日
第84回鑑賞例会
太田ひろしマジックショー『マジカル１・２・３！』

登別子ども劇場 鷲別公民館 80 藤村さん 86-7775

5月19日 さえずりを楽しむ会 日本野鳥の会室蘭支部 亀田記念公園駐車場 15 堀本さん 22-2640

5月19日 第19回わんぱくサムライ体験 市教育委員会 郷土資料館 300 郷土資料館　 88-1339

5月19日 春の観察会 ＮＰＯ法人キウシト湿原・登別 キウシト湿原 30 キウシト湿原ビジターセンター 84-8470

5月23日 春季吟行会 登別俳句協会 キウシト湿原 17 袖山さん 86-3270

5月25日
体験学習『シカの角でアクセサリーをつくろ
う！』

市教育委員会 カント・レラ 20 カント･レラ　 84-2069

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（５月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

事 務 局 ま た は 連 絡 先

5月25日・26日
・6月1日

高円宮賜杯
第39回全日本学童軟式野球大会支部予選

北海道軟式野球連盟室蘭支部
若草公園少年野球場ほ
か

360 相馬さん 85-3260

5月26日 春季大会＆パークゴルフ教室 登別パークゴルフ協会 岡志別の森運動公園 100 髙田さん 85-6404

5月26日 第21回ダンスパーティー わしこうＤ愛好会 鷲別公民館 120 斉藤さん
090-6695-
3470

5月28日 豆盆栽・小品盆栽作品展 手のひらで遊ぶ・豆盆栽クラブ 市民活動センター 10 黒澤さん 85-1474



２０１９年度大会行事一覧（６月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

6月1日～7月26日
（毎週木・金曜日）

鬼火が誘う地獄の谷『地獄の谷の鬼花火』
登別国際観光コンベンション協
会、登別市

登別地獄谷展望台
1日

2,400
観光振興グループ 83-5301

6月3日～20日
（毎週月・木曜日）

初心者英会話教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 各15 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

6月8日 知里幸恵生誕月コンサート 知里幸恵銀のしずく記念館
知里幸恵銀のしずく記念
館

60 知里幸恵銀のしずく記念館 83-5666

6月9日 初心者俳句教室 登別俳句協会 市民活動センター 10 袖山さん 86-3270

6月15日 体験学習『第1回布ぞうり作り』(大人向け) 市教育委員会 郷土資料館 12 郷土資料館　 88-1339

6月16日 むろみんカップのぼりべつ 登別パークゴルフ協会
サンチャイルドパークゴル
フ場

100 髙田さん 85-6404

6月17日
第1回食の安全・安心セミナー
『米又は牛乳料理講習会』

登別消費者協会 市民会館 40 垣内さん 85-8307

6月20日・27日 絵手紙教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 10 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

6月21日
第1回地場産の材料を使ったヘルシー料理教
室

ボランティア花つなの会 しんた21 30 安達さん 85-7845

6月22日 体験学習『縄文むしパンをつくろう！』 市教育委員会 カント・レラ 10 カント･レラ　 84-2069

6月22日～30日 男女共同参画社会に向けた作品展 登別市 市民会館 100 市民サービスグループ 85-2139

6月26日～8月7日
（毎週水曜日）

筆ペン習字教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 20 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

6月29日 琴と尺八の演奏会 鈴の会 仙海寺（若山町） 100 山口さん 85-3459

6月29日～7月7日 夏季書道展 登別書道連盟 市民活動センター 24 吉野さん 88-1009

6月29日・30日 第7回のぼりべつ夏祭り 同実行委員会 川上公園 45,000 寺島さん
090-2698-
1656

6月30日 第17回キメラカップ西胆振大会（支援大会） 室蘭少年野球連盟 若草公園少年野球場 180 相馬さん 85-3260

6月30日 第31回室蘭民報社杯 登別ミニバレー協会 総合体育館 65 石塚さん 88-0534

6月上旬
第36回登別市少年の主張大会兼
平成31年度少年の主張胆振地区大会予選会

登別ライオンズクラブ、登別中央
ライオンズクラブ、市教育委員会

幌別中学校 200 社会教育グループ 88-1129

6月中旬 ホワイト会作品展 ホワイト会 市民活動センター 10 髙木さん 85-5128

6月下旬 登別市内ロゲイニング大会
北海道オリエンテーリング協会
登別ＯＬＣ

市民活動センター 30 佐藤さん 85-3875

6月未定 ソフトボール大会（夏） 登別市文化・スポーツ振興財団 岡志別の森運動公園
12

チーム
登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（７月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

7月1日・22日 陶芸教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 15 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

7月5日～31日 会員展（2人展） 登別美術協会 カント・レラ 7 桐さん 86-5490

7月6日・7日 わくわく広場のぼりべつ2019 同実行委員会
登別マリンパークニクス
前庭

- 勝間さん
070-5600-
5436

7月7日 第44回登別市長杯争奪民謡大会 登別民謡連合会 市民会館 80 三上さん 86-5710

7月9日 社会を明るくする運動『メッセージ伝達式』 同運動登別地区推進委員会 西陵中学校 250 社会福祉グループ 85-1911

7月13日 笹舟あそびとそーめん流し 市教育委員会 郷土資料館 50 郷土資料館　 88-1339

7月14日 第2回北海道剛柔流空手道道場会親睦大会 Ｉ．Ｋ．Ｏ剛柔流美園空手クラブ カント・レラ 100 成田さん 86-8471

7月14日 北海道新聞社旗争奪西胆振大会 登別市少年軟式野球連盟 若草公園少年野球場 120 相馬さん 85-3260

7月20日 総合防災訓練 登別市、登別市防災会議 鷲別小学校 600 総務グループ 85-1130

7月20日・21日 第35回連盟新人戦大会 登別市少年軟式野球連盟 若草公園少年野球場 150 相馬さん 85-3260

7月20日～8月18日 考古学マスター2019 市教育委員会 カント・レラ - カント･レラ　 84-2069

7月20日～9月13日 縄文お絵かきコンクール2019 市教育委員会 カント・レラ - カント･レラ　 84-2069

7月21日 市民交流パークゴルフ大会 登別パークゴルフ協会 岡志別の森運動公園 100 髙田さん 85-6404

7月21日
陸上自衛隊幌別駐屯地66周年及び
第13施設群創隊35周年記念行事

陸上自衛隊幌別駐屯地司令 幌別駐屯地 - 幌別駐屯地 85-2011

7月21日 第20回ミニ鬼杯 登別ミニバレー協会 総合体育館 65 石塚さん 88-0534

7月24日 ハーブ教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 15 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

7月25日～8月3日 ホタル観賞会 ＮＰＯ法人キウシト湿原・登別 キウシト湿原 400 キウシト湿原ビジターセンター 84-8470

7月27日 登別市民ラジオ体操会 市教育委員会
富岸小学校、幌別東小学
校

160 社会教育グループ 88-1129

7月27日 体験学習『縄文太鼓をつくろう！』 市教育委員会 カント・レラ 10 カント･レラ　 84-2069

7月27日・28日 のぼりべつ牛乳まつり のぼりべつ酪農館 のぼりべつ酪農館 600 のぼりべつ酪農館 85-3184

7月29日 文化講演会 登別郷土文化研究会 市民会館 40 佐々木さん 85-5213

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（７月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

事 務 局 ま た は 連 絡 先

7月上旬 リサイクルまつり19’in登別・白老 登別市、白老町 クリンクルセンター 2,000 環境対策グループ 85-2958

7月下旬または8月上旬 パステル和アート体験会 ＮＪＲＯＯＭ 市民活動センター 20 中梶さん
090-2056-
0092

7月下旬～8月上旬 夏休み子ども陶芸教室 ハンズワーク土塊の会 市民活動センター 20 佐藤さん
090-8278-
7549



２０１９年度大会行事一覧（８月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

8月1日
体験学習『夏休み工作教室1　スクリュー船ほ
か』

市教育委員会 郷土資料館 15 郷土資料館　 88-1339

8月2日 体験学習『夏休み工作教室2　万華鏡』 市教育委員会 郷土資料館 15 郷土資料館　 88-1339

8月2日 会長杯市民と楽しむ会 登別グランド・ゴルフ協会 美園公園 35 遠藤さん 86-4890

8月2日 パークゴルフジャンボリー2019in登別 登別パークゴルフ協会
サンチャイルドパークゴル
フ場

100 髙田さん 85-6404

8月2日～4日 夏休みスペシャルウイーク ふぉれすと鉱山 ふぉれすと鉱山 300 ふぉれすと鉱山 85-2569

8月3日 楽しい工作教室 登別市文化・スポーツ振興財団
日本工学院北海道専門
学校

20 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

8月3日・4日
登別ロータリークラブ杯
第15回登別少年軟式野球大会

登別市少年軟式野球連盟 若草公園少年野球場 180 相馬さん 85-3260

8月3日・4日 登別グリーンピア・サマーフェスティバル 同実行委員会 若草中央公園 - 中村さん
090-2879-
0861

8月4日 スイーツデコ教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 10 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

8月7日 社会を明るくする運動『公開ケース研究会』 同運動登別地区推進委員会 市民会館 90 社会福祉グループ 85-1911

8月11日 山の日『ふるさとの山を登ろう』 登別嶝友会 北山（倶多楽湖外輪山） 10 岡島さん 45-2856

8月11日 わしべつ夏まつり わしべつ商店会 鷲別公民館前広場 200 佐藤さん 86-6840

8月11日 山の日記念・夏の市民登山会 登別山岳会 カムイヌプリ 50 澤田さん 88-0810

8月24日・25日 第56回登別地獄まつり
登別国際観光コンベンション協
会、登別市

登別温泉町極楽通り 58,000 観光振興グループ 83-5301

8月24日・25日 胆振芸術祭『生け花展』 北海道文化団体協議会 市民会館 200 田中さん 86-8185

8月24日・25日 ふぉれすと鉱山宿泊研修 若草地区連 ふぉれすと鉱山 30 堀江さん 86-9753

8月25日 むろしんグリーンカップ（支援大会） 室蘭少年野球連盟 若草公園少年野球場 180 相馬さん 85-3260

8月25日 Ｂ級審判更新時講習会 登別ミニバレー協会 青少年会館 30 石塚さん 88-0534

8月26日～28日
第13回全国大学政策フォーラム政策提言発表
会

同フォーラム実行委員会 市民会館 130 松山さん 85-6968

8月30日 第1回くらしの安全・安心セミナー（演題未定） 登別消費者協会 市民会館 60 垣内さん 85-8307

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（８月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

事 務 局 ま た は 連 絡 先

8月中旬 第49回戦没者追悼式 登別市 市民会館 100 社会福祉グループ 85-1911

8月中旬 あさがお展 国際ソロプチミスト登別 クリンクルセンター - 環境対策グループ 85-2958

8月下旬～11月中旬 第55回登別市民文化祭
登別市文化協会、登別市文化・
スポーツ振興財団

市民会館ほか － 登別市文化・スポーツ振興財団 88-2806

8月下旬～11月中旬 第82回民謡発表大会
登別市文化協会、登別市文化・
スポーツ振興財団

市民会館 60 登別市文化・スポーツ振興財団 88-2806

8月下旬～11月中旬 展示部門発表会
登別市文化協会、登別市文化・
スポーツ振興財団

市民会館 25 登別市文化・スポーツ振興財団 88-2806

8月未定 ジュニアソフトテニス教室 登別市文化・スポーツ振興財団 岡志別の森運動公園 20 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

8月未定 ビデオフォーラム 登別更正保護女性会 市民活動センター 40 渕瀬さん 86-2849



２０１９年度大会行事一覧（９月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加者
（人）

9月1日 第13回オレンジボール大会 登別市少年軟式野球連盟 若草公園少年野球場 150 相馬さん 85-3260

9月1日 体験学習『縄文土器をつくろう！』 市教育委員会 カント・レラ 20 カント･レラ　 84-2069

9月1日 ふれあいフェスティバル2019のぼりべつ 同実行委員会 しんた21 1,200 登別市社会福祉協議会 88-0860

9月5日～14日 絵手紙展 絵手紙サークル絵綺 市民活動センター 10 古川さん 87-1675

9月7日 体験学習『第2回布ぞうり作り』(大人向け) 市教育委員会 郷土資料館 12 郷土資料館　 88-1339

9月7日 日本古来の製鐵法たたら製鐵体験 室蘭登別たたらの会 カント・レラ 30 石崎さん 85-1179

9月7日・8日 第31回幌別地区手づくり祭り 同実行委員会 道道弁景幌別線 5,000 市民協働グループ 84-1079

9月7日・8日
恵愛病院院長杯争奪
第31回西胆振少年軟式野球大会

登別市少年軟式野球連盟
川上公園野球場
若草公園少年野球場

400 相馬さん 85-3260

9月10日
第2回くらしの安全・安心セミナー
『古傘の布を使ってのマイバック・エプロン作り』

登別消費者協会 労働福祉センター 10 垣内さん 85-8307

9月14日 知里幸恵フォーラム 特定非営利活動法人知里森舎 ホテル平安 150 知里幸恵銀のしずく記念館 83-5666

9月15日 秋季大会＆パークゴルフ教室 登別パークゴルフ協会 岡志別の森運動公園 100 髙田さん 85-6404

9月18日 ハーブ教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 15 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

9月21日 登別コタンノミ～登別アイヌ協会～ 登別アイヌ協会 鉄南ふれあいセンター 40 登別アイヌ協会 85-1062

9月21日 地域交流祭り
若草小学校ＰＴＡ、若草小学校
運営協議会、美園・若草連合町

若草小学校 若草小学校 86-7513

9月21日・22日
第3回わかさいも本舗杯争奪
少年軟式野球新人戦交流大会

登別市少年軟式野球連盟
川上公園野球場
若草公園少年野球場

400 相馬さん 85-3260

9月22日 第10回のぼりべつ技能祭
登別職業訓練協会、登別技能
協会

登別地方高等職業訓練
校

1,600 登別地方高等職業訓練校 85-1450

9月22日
登別市民文化祭　登別コーラスフェスティバル
41

登別市文化協会、登別市文化・
スポーツ振興財団

市民会館 400 古田さん 85-6244

9月22日
東京2020オリパラで夢を育むスポーツ推進事
業『スポーツ講演会（仮）』

市教育委員会 市民プール 500 社会教育グループ 88-1129

9月24日 ビーズアクセサリー教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 10 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

9月27日 プラタナス・フォーラム プラタナス 市民会館 80 市民サービスグループ 85-2139

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（９月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加者
（人）

事 務 局 ま た は 連 絡 先

9月27日 のぼりべつカルチャーナイト２０１９ 同実行委委員会 市内各所 － 藤井さん
090-7511-
0234

9月28日 幼稚園バザー 登別カトリック聖心幼稚園 登別カトリック聖心幼稚園 - 工藤さん 85-2414

9月29日 コーザン・グリーンレース 同実行委員会 ふぉれすと鉱山 150 ふぉれすと鉱山 85-2569

9月29日 市民スポーツ・健康フェスティバル 市教育委員会
岡志別の森運動公園、市民
プール

600 社会教育グループ 88-1129

9月29日 第6回社交ダンス発表会 わしこうＤ愛好会 鷲別公民館 120 斉藤さん
090-6695-
3470

9月29日 第83回民謡発表大会 登別市文化協会 市民会館 80 三上さん 86-5710

9月29日 第60回会長杯 登別ミニバレー協会 総合体育館 65 渡辺さん 090-8637-2686

9月中旬 第42回登別漁港まつり 同実行委員会 登別漁港 30,000 農林水産グループ 85-2321

9月中旬 秋の観察会 ＮＰＯ法人キウシト湿原・登別 キウシト湿原 30 キウシト湿原ビジターセンター 84-8470

9月中旬 消防救急フェスティバル 登別市 イオン登別店 900 消防署警備グループ 85-2551

9月下旬 登別市消防訓練大会 登別市 幌別小学校 200 消防本部総務グループ 85-9611

9月下旬 赤十字救急法基礎講習 日本赤十字社登別市地区 未定 10 社会福祉グループ 85-1911

9月下旬 赤十字救急法救急員養成講習 日本赤十字社登別市地区 未定 10 社会福祉グループ 85-1911

9月未定 ソフトボール大会（秋） 登別市文化・スポーツ振興財団 岡志別の森運動公園
16

チーム
登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

9月未定 パステル和アート体験会 ＮＪＲＯＯＭ 市民活動センター 20 中梶さん 090-2056-0092

9月～10月未定 2019もっと知りたい『下水道のこと』 登別市 イオン登別店 － 下水道グループ 85-9052

9月～10月未定 登別カップサッカーＵ－12大会 登別市サッカー協会 川上公園　外 600 金野さん 86-8616



２０１９年度大会行事一覧（１０月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

10月3日～6日 作品展示会 布に親しむ会 市民活動センター 300 尾野さん 85-0277

10月5日 第12回登別縄文どきどきまつり 市教育委員会 カント・レラ 100 カント･レラ　 84-2069

10月5日・6日 室蘭民報社旗争奪連盟納会大会 登別市少年軟式野球連盟 若草公園少年野球場 180 相馬さん 85-3260

10月10日 秋季吟行会 登別俳句協会 銀のしずく記念館 17 袖山さん 86-3270

10月13日 吟道大会 登別吟道連盟 ホテル平安 80 今川さん 84-2663

10月13日 協会会長杯 登別パークゴルフ協会 岡志別の森運動公園 100 髙田さん 85-6404

10月13日～20日 公募展 登別美術協会 鷲別公民館 67 桐さん 86-5490

10月14日 第64回登別市民剣道大会 登別剣道連盟 登別青少年会館 80 佐藤さん
090-3390-
9585

10月14日 市民オリエンテーリング大会
北海道オリエンテーリング協会
登別ＯＬＣ

札内高原館 50 佐藤さん 85-3875

10月14日 第58回全珠連道南支部珠算選手権大会 全珠連道南支部 婦人センター 50 竹崎さん
090-1386-
0955

10月16日 郷土史の集い 登別郷土文化研究会 市民会館 60 佐々木さん 85-5213

10月18日 第41回登別消費者大会 登別消費者協会 市民会館 80 市民サービスグループ 85-8307

10月18日・19日 第42回登別消費生活展 登別消費者協会 市民会館 800 市民サービスグループ 85-8307

10月19日 体験学習『手作り教室』 市教育委員会 郷土資料館 10 郷土資料館　 88-1339

10月19日 知里真志保を語る会講演会 知里真志保を語る会 ホテル平安 200 芳賀さん
090-8708-
6173

10月19日～21日 俳句短冊展 登別俳句協会 市民会館 17 袖山さん 86-3270

10月19日～27日 楽伸会・伸芽会合同書展 楽伸会、伸芽会 市民活動センター 20 成田さん 85-2067

10月20日 秋のクリーン作戦 登別市連合町内会 市内各所 - 鳴海さん 84-1079

10月25日
第2回地場産の材料を使ったヘルシー料理教
室

ボランティア花つなの会 しんた21 30 安達さん 85-7845

10月中旬 豆盆栽・小品盆栽作品展 手のひらで遊ぶ・豆盆栽クラブ 市民活動センター 10 黒澤さん 85-1474

10月中旬 秋の地域安全運動街頭啓発 室蘭登別防犯協会連合会 イオン登別店 20 室蘭登別防犯協会連合会 23-0085

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（１０月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

事 務 局 ま た は 連 絡 先

10月中旬 「ふれあい活動・昔遊び」 鷲別中学校区地域教育協議会 若草小学校 250 若草小学校 86-7513

10月中旬 家事家計講習会 室蘭友の会 市民活動センター 15 小林さん 83-2194

10月下旬 クリーンウオーク のぼりべつ元鬼協議会 市内各所 40 寺島さん
090-2698-
1656

10月下旬 登別市民文化祭謡曲大会
登別市文化協会、登別市文化・
スポーツ振興財団

鉄南ふれあいセンター 20 三國さん 86-1989

10月下旬～11月下旬 地区懇談会 登別市 市内公共施設10カ所 - 市民協働グループ 84-1079

10月未定 平成31年度議会フォーラム 登別市議会 市内4施設 50 議会事務局 85-9220

10月未定 温泉散策ウオーキング 登別市文化・スポーツ振興財団 登別温泉町 20 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

10月～12月未定 オータムコンサート 登別環づくり市民委員会 クリンクルセンター 100 環境対策グループ 85-2958



２０１９年度大会行事一覧（１１月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

11月1日 源氏物語朗読会 楽しい源氏物語 ホテル平安 25 今川さん 84-2663

11月1日～3日 登別移動消費生活展 登別消費者協会 婦人センター 700 市民サービスグループ 85-8307

11月1日～3日
登別市民文化祭（登別・室蘭アイヌ語地名の
会）

登別市連合町内会 婦人センター 3 鈴木さん 83-1773

11月1日・3日 俳句色紙・短冊展 登別俳句協会 鷲別公民館 17 袖山さん 86-3270

11月3日 囲碁大会 登別棋道連盟 富士会館 30 熊谷さん 87-4588

11月3日～5日 登別地区連合町内会 登別地区連合町内会 婦人センター 4 永森さん 83-2391

11月9日
第2回食の安全・安心セミナー
『米又は牛乳料理講習会』

登別消費者協会 市民会館 40 垣内さん 85-8307

11月10日 第22回ダンスパーティー わしこうＤ愛好会 鷲別公民館 120 斉藤さん
090-6695-
3470

11月10日 第51回音楽発表会 登別市音楽協会 市民会館 100 阿部さん 84-4343

11月10日 体験学習『岳や木で作る森の芸術家』 市教育委員会 郷土資料館 15 郷土資料館　 88-1339

11月10日 第55回三曲演奏会 登別三曲協会 鷲別公民館 22 狩野さん 86-7139

11月16日 男女共同参画フォーラム2019 登別市 市民会館 100 市民サービスグループ 85-2139

11月16日 体験学習『第2回包丁とぎ体験』 市教育委員会 郷土資料館 20 郷土資料館　 88-1339

11月16日～24日 書道展 登別書道連盟 市民活動センター 24 吉野さん 88-1009

11月17日
第85回鑑賞例会
よろず劇場とんがらし『まいごのおまわりさん』

登別子ども劇場 未定 80 藤村さん 86-7775

11月17日 市民将棋大会 登別市文化協会
老人憩の家『永和園』
（幌別町）

15 佐藤さん 85-9670

11月24日 体験学習『手打ちそば体験』 市教育委員会 郷土資料館 12 郷土資料館　 88-1339

11月26日～29日 市民会館サークル展 市教育委員会 市民会館 - 社会教育グループ 88-1129

11月上旬 チャリティーダンスパーティー 登別中央ライオンズクラブ ホテル平安 300 小山さん 88-0087

11月上旬
市民ゲーム大会
（登別レクリエーション協会）

登別市文化協会、登別市文化・
スポーツ振興財団

鉄南ふれあいセンター 30 荒生さん 86-8636

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（１１月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

事 務 局 ま た は 連 絡 先

11月中旬 赤十字雪上安全法救助員Ⅰ養成講習 日本赤十字社登別市地区 未定 10 社会福祉グループ 85-1911

11月中旬 感謝祭 ＮＰＯ法人キウシト湿原・登別 キウシト湿原 50 キウシト湿原ビジターセンター 84-8470

11月下旬 おいしいコーヒーの淹れ方教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 10 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

11月下旬 登別市文化大講演会
登別市文化・スポーツ振興財
団、登別市文化協会、登別市体

市民会館 300 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

11月未定 初心者卓球教室 登別市文化・スポーツ振興財団 総合体育館 20 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

11月未定 ホワイト会小品展 ホワイト会 市民活動センター 10 髙木さん 85-5128

11月未定 クラシックバレエ発表会 登別バレエ協会 市民会館 50 小宮さん 85-5309

11月未定 表演会 鷲別太極拳 鷲別公民館 40 荒木さん 86-4190

11月未定 登別市カップフットサルＵ－12大会 登別市サッカー協会 総合体育館 600 金野さん 86-8616



２０１９年度大会行事一覧（１２月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加者
（人）

12月5日
第3回食の安全・安心セミナー
『地元食材を使っての料理講習会』

登別消費者協会 市民会館 40 垣内さん 85-8307

12月7日 幌別地区チャリティー市民演芸会 登別市社会福祉協議会 市民会館 20

12月8日 第15回『障害者週間』記念事業
登別市障害者福祉関係団体連
絡協議会

市民会館 200 障がい福祉グループ 85-3732

12月8日 体験学習『お餅つきと郷土カルタ取り』 市教育委員会 郷土資料館 20 郷土資料館　 88-1339

12月15日 体験学習『2020年しめ飾り作り』 市教育委員会 郷土資料館 20 郷土資料館　 88-1339

12月15日 忘年囲碁大会 登別棋道連盟 富士会館 30 熊谷さん 87-4588

12月21日 コーザン・クリスマスナイト ふぉれすと鉱山 ふぉれすと鉱山 150 ふぉれすと鉱山 85-2569

12月上旬 幌別地区チャリティーコンサート 登別市社会福祉協議会 市民会館 30 須田さん 86-8508

12月上旬 中古メガネの回収 登別中央ライオンズクラブ
市役所、しんた21、アーニ
ス

小山さん 88-0087

12月上旬 チャリティー市民演芸会 登別市社会福祉協議会 市民会館 10 三上さん 86-5710

12月中旬 歳末の地域安全運動街頭啓発 室蘭登別防犯協会連合会
イオン登別店、アーニス、
コープさっぽろ登別東店

60 室蘭登別防犯協会連合会 23-0085

12月未定 学生ボランティア研修会 登別市ボランティアセンター しんた21 50 登別市ボランティアセンター 88-2080

12月未定 ミニバレー大会 登別市文化・スポーツ振興財団 総合体育館
30

チーム
登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（１月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

1月1日 元旦縁起もちつき
登別国際観光コンベンション協
会

泉源公園 1,500 登別国際観光コンベンション協会 84-3311

1月5日 第50回登別民謡連合会定期総会 登別民謡連合会 市民会館 80 三上さん 86-5710

1月7日 登別市消防出初式 登別市 市民会館 200 消防本部総務グループ 85-9611

1月9日 体験学習『冬休み工作教室1　本立て』 市教育委員会 郷土資料館 12 郷土資料館　 88-1339

1月10日 体験学習『冬休み工作教室2　凧作り』 市教育委員会 郷土資料館 12 郷土資料館　 88-1339

1月11日～13日 冬休みスペシャルウイーク ふぉれすと鉱山 ふぉれすと鉱山 300 ふぉれすと鉱山 85-2569

1月12日 登別市成人祭
登別市成人祭実行委員会、登
別市

市民会館 600 社会教育グループ 88-1129

1月12日 スキー技術選予選会 登別スキー連盟
カルルス温泉サンライバ
スキー場

40 登別スキー連盟 85-7635

1月16日 パソコン講習会 メロウネット 市民活動センター 30 渡邊さん 87-1864

1月18日 アシリパノミ～登別アイヌ協会～ 登別アイヌ協会 鉄南ふれあいセンター 40 登別アイヌ協会 85-1062

1月19日 登別市長杯争奪囲碁大会 登別棋道連盟 富士会館 35 熊谷さん 87-4588

1月25日 2020鬼まつり 鬼まつり実行委員会 市内各所 - 登別商工会議所 85-4111

1月27日 第3回くらしの安全・安心セミナー（演題未定） 登別消費者協会 市民会館 60 垣内さん 85-8307

1月上旬 パステル和アート体験会 ＮＪＲＯＯＭ 市民活動センター 20 中梶さん 090-2056-0092

1月下旬 赤十字雪上安全法救助員Ⅱ養成講習 日本赤十字社登別市地区
カルルス温泉サンライバ
スキー場

10 社会福祉グループ 85-1911

1月未定 ヒップホップ教室 登別市文化・スポーツ振興財団 市民プール 20 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

1月未定 登別市ゆうゆう杯好フットサル大会 登別市サッカー協会 総合体育館 150 相澤さん 090-8373-2732

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（２月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

2月1日 体験学習『おひな様人形作り教室』 市教育委員会 郷土資料館 10 郷土資料館　 88-1339

2月1日・8日・15日 初心者スノーボード教室 登別市文化・スポーツ振興財団
カルルス温泉サンライバ
スキー場

20 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

2月1日～29日 会員展 登別美術協会 市民活動センター 10 桐さん 86-5490

2月1日～3月3日 おひなさま人形展 市教育委員会 郷土資料館 - 郷土資料館　 88-1339

2月2日 ふぉれすと鉱山冬まつり ふぉれすと鉱山 ふぉれすと鉱山 150 ふぉれすと鉱山 85-2569

2月2日 スポーツハウスカップ予選会 登別スキー連盟
カルルス温泉サンライバ
スキー場

60 登別スキー連盟 85-7635

2月3日・4日 第49回登別温泉湯まつり
登別国際観光コンベンション協
会、登別市

登別温泉街、泉源公園 500 観光振興グループ 83-5301

2月7日～9日 小中学生書初展 登別市文化・スポーツ振興財団 市民会館 - 登別市文化・スポーツ振興財団 88-1116

2月9日 サンライバカップ 登別スキー連盟
カルルス温泉サンライバ
スキー場

70 登別スキー連盟 85-7635

2月15日 イーグルス交流戦 登別イーグルス 総合体育館 18 高満さん 86-7893

2月16日 コーザンホワイトレース ふぉれすと鉱山 ふぉれすと鉱山 30 ふぉれすと鉱山 85-2569

2月16日 第20回協会杯 登別ミニバレー協会 総合体育館 65 石塚さん 88-0534

2月22日 体験学習『らくがん和菓子作り』 市教育委員会 郷土資料館 10 郷土資料館　 88-1339

2月23日 月例探鳥会 日本野鳥の会室蘭支部
胆振幌別川白鳥テラス
（新川町）

- 山地さん
090-2873-
0039

2月23日 第4回ぬくもりある手話フェスティバル
ぬくもりある手話フェスティバル
実行委員会

市民会館 50 障がい福祉グループ 85-3732

2月中旬 市民活動交流フェスタ2020 市民活動センター 市民会館 300 市民活動センター 83-6866

2月中旬 たたら製鉄展示会・講座 室蘭登別たたらの会 市立図書館 30 石崎さん 85-1179

2月未定 冬の観察会 ＮＰＯ法人キウシト湿原・登別 キウシト湿原 30 三澤さん
090-8632-
3715

2月未定 講演会 登別更正保護女性会 市民会館 50 渕瀬さん 86-2849

事 務 局 ま た は 連 絡 先



２０１９年度大会行事一覧（３月分）

開催月日 大 会 ・ 行 事 な ど の 名 称 主　　催　　者 開 催 会 場
参加数
（人）

3月1日 カルルス温泉冬まつり
登別国際観光コンベンション協
会、登別市

カルルス温泉サンライバ
スキー場

1,700 観光振興グループ 83-5301

3月14日・15日
ピリカノカアイヌ民族衣装展～登別アイヌ協会
～

登別アイヌ協会 鉄南ふれあいセンター 160 登別アイヌ協会 85-1062

3月15日 平成31年度ふれあい大会 登別ミニバレー協会 総合体育館 65 石塚さん 88-0534

3月未定 ティーボール大会 登別市文化・スポーツ振興財団 総合体育館 180 相馬さん 85-3260

3月未定 ボランティアパネル展inアーニス 登別市ボランティアセンター アーニス 100 登別市ボランティアセンター 88-2080

3月未定 登別市サッカーリーグ（フットサル）交流大会 登別市サッカー協会 総合体育館 150 金野さん 86-8616

事 務 局 ま た は 連 絡 先


