※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

行事名

会場

内容

交通機関

㈱ツーリズムてしかが
☎015-483-2101

1

4月1日 (土)

～

3月31日 (金)

摩周湖星紀行(有料)

摩周湖

ほぼ360℃見渡せる展望台で自分の目線から星が見えるツアー

2

4月1日 (土)

～

4月19日 (水)

絵画と写真
「光」を見つめて
釧路芸術館コレクション選

北海道立釧路芸術館

絵画や写真に見る「光」は、やわらかくほのかなものから強烈なものまで、様々
な表情を見せます。芸術家のコレクションによって、「光」による表現の魅力につ 釧路駅からバスで１０分
いて迫ります。

北海道立釧路芸術館
☎0154-23-2381

3

4月1日 (土)

～

4月19日 (水)

漂泊・祈り・鎮魂
米坂ヒデノリ追悼展

北海道立釧路芸術館

去年4月に逝去された彫刻家・米坂ヒデノリ氏の追悼展として、当館はじめ、母校
釧路駅からバスで１０分
やご遺族、個人が所蔵する貴重な作品や資料を選りすぐって展覧します。

北海道立釧路芸術館
☎0154-23-2381

4

4月7日 ＇金（ ～

5月7日 (日)

ワンロード
現代アボリジニ・アートの世界

釧路市立美術館

オーストラリアの先住民、アボリジニ。その生活は白人入植者と関わる過程で、
劇的に
変化してきました。民族の歴史を西武の一本道を舞台に辿る「ワンロード」プロ

釧路市立美術館
☎0154-42-6116

5

4月8日 ＇金（ ～

7月15日 (土)

あさり堀りツアー(有料)

チカラコタン地区あさり造成島 厚岸漁業協同組合が管理している厚岸湖内の砂浜であさり堀りを楽しむ。道具
厚岸駅から車で１０分
＇厚岸町奔渡７（
はお貸ししますので準備不要。 ※3日前までに要予約

厚岸味覚ターミナル コンキリ
エ
☎0153-52-4139

4月16日 (日)

ようこそ釧路へ

釧路市博物館

１３時半～１４時半 参加費無料 常設展示室

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

～

川湯温泉各ホテル発

問合先

釧路駅から徒歩25分

6

4月15日 (土)

7

4月16日 (日)

春の足音を聴きにいこう

温根内ビジターセンター

釧路湿原の環境や生態系を中心に学びながら早春の木道を歩きます。温根内
木道ビンゴ実施

釧路駅から車で４０分

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

8

4月16日 (日)

春採湖畔探鳥会＇午前８時～１０時（

春採湖畔

春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。参加費無料

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

9

4月16日 (日)

春の遊園地まつり

釧路市動物園

コイン式以外の遊具無料開放

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

阿寒湖

日本で唯一、砕氷帯の遊覧が出来る阿寒湖で、観桜遊覧船の運航

釧路駅からバスで１２０分 阿寒観光汽船㈱
釧路空港からバスで６０分 ☎0154-67-2511

美しく構成されたアイヌ民族の歌と伝統舞踊を堪能

釧路駅からバスで１２０分 阿寒アイヌ工芸協同組合
釧路空港からバスで６０分 ☎0154-67-2727

早春の釧路湿原に生息する野鳥を散策しながら観察します。

釧路駅から車で３０分

10

4月21日 ＇金（ ～

4月28日 ＇金（ 阿寒湖砕氷帯観光遊覧

11

4月21日 ＇金（ ～

6月30日 ＇金（ イオマンテの火まつり＇春バージョン（ 阿寒湖アイヌシアターイコロ

12

4月22日 ＇土（

13

4月28日 (金)

～

14

4月28日 (金)

15

4月29日 (土)
6月3日 (土（
6月9日 (金（

16

4月29日 (土)

17

4月29日 ＇金（ ～

18

4月29日 (土)

19

早春の湿原 野鳥観察会

シラルトロ湖・蝶の森周辺

6月21日 (水)

戦没画学生慰霊美術館
無言展
遺された絵画展

北海道立釧路芸術館

～

5月21日 (日)

中江紀洋展
～立体と平面の往還～

北海道立釧路芸術館

～

5月7日 (日)
6月5日 (日（ くしろ湿原ノロッコ号運転
6月30日 ＇金（

戦争によって世を去った画学生たち。作家の窪島誠一郎氏は、画家の野見山暁
治氏とともに遺された作品を収集、慰霊美術館を設立しました。その所蔵作品か 釧路駅からバスで１０分
ら約130点の遺作と遺品を紹介します。
中村紀洋は、釧路市在住の美術家。道東の自然をはじめ、社会や宗教などを
テーマに、立体作品を多く制作しています。中江の造形世界を、この機会にお楽 釧路駅からバスで１０分
しみください。

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003
北海道立釧路芸術館
☎0154-23-2381
北海道立釧路芸術館
☎0154-23-2381

釧網本線
釧路駅～塘路駅間

釧路湿原をのんびりゆくトロッコ列車。見どころでは減速運転で沿線の景色を楽
釧路駅発
しめます。野生動物が見られることもあります。

阿寒湖水開き2017

阿寒湖

観光オープニングセレモニーや観光安全祈願祭、遊覧船就航式など実施

ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづ
釧路駅からバスで１２０分
くり推進機構
釧路空港からバスで６０分
☎0154-67-3200

春の動物園まつり

釧路市動物園

ステージショー・メンヨウの毛刈り体験・動物の食事の様子公開 他

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

釧路湿原国立公園指定３０周年記念 釧路市立博物館マンモスホー 目立たないけど海辺から湿原、山地まで、いろいろな種類が生えている「スゲ」。
釧路駅からバスで２０分
企画展 「スゲの世界」
ル
スゲの世界を標本、写真、絵で紹介します。 入場無料

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

4月29日 (土)

クルーズ船入港～フォーレンダム

耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から徒歩で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

20

4月30日 (日)

竪穴住居で屋根ふき体験
(10時～12時)

北斗遺跡展示館

参加費無料 ☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

21

5月1日 (月)

～

10月25日 (水)

アザラシウォッチングツアー(有料)

コンキリエ集合

地元の漁師さんが実際にコンブ漁に使っている船に乗り込み、「アザラシに会え
厚岸駅から車で１０分
る確率９８！」の洋上ツアー

22

5月1日 (月)

～

10月31日 (火)

別寒牛湿原カヌーツーリング(有料)

コンキリエ集合

カヌーフィールドの「別寒辺牛湿原」は、ラムサール条約登録湿地であり、護岸
工事が一切されておらず、１００％の自然のままを満喫できる ※3日前までに要 厚岸駅から車で１０分
予約

～

5月7日 (日)
6月25日 (日)

ＪＲ北海道釧路駅
☎0154-24-3176

厚岸味覚ターミナル コンキリ
エ
☎0153-52-4139
厚岸味覚ターミナル コンキリ
エ
☎0153-52-4139

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

行事名

会場

内容

交通機関

問合先

MOOまつり

釧路フィッシャーマンズワーフ
子ども縁日、遊具、体験コーナー 他
MOO

釧路駅から徒歩１５分

＇株（釧路河畔開発公社
☎0154-23-0600

5月6日 ＇土（

春の湿原 野鳥観察会

シラルトロ湖・蝶の森周辺

繁殖のため釧路湿原に渡って来た野鳥を散策しながら観察します。

釧路駅から車で３０分

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

25

5月7日 (日)

春の花を見に行こう

温根内ビジターセンター

釧路湿原ではようやく花が咲き始めました。よく見ないと見過ごしてしまう早春の
釧路駅から車で４０分
花々を観察します。

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

26

5月8日 ＇月（

クルーズ船入港～シルバーシャドー

耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から徒歩で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

ハーバリウム霧多布(植物講座)

霧多布湿原センター

参加費無料 電話にて受付 【0153-65-2779】

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

厚岸町子野日公園

厚岸名産「牡蠣」を为とした味覚祭り。殻牡蠣、あさり等の海産物販売、牡蠣・あ
厚岸駅からバスで１５分
さりのつかみどり等のイベント＇予定（

厚岸町役場内 厚岸観光協会
☎0153-52-3131

23

5月3日 (水)

24

～

5月5日 (金)

27

5月13日 (土)

28

5月13日 ＇土（ ～

29

5月14日 (日)

チャシと竪穴住居群探訪会

博物館他集合

９時～１６時 参加費300円 ☂雨天中止 定員30名 ５/２より電話受付

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

30

5月14日 (日)

春採湖畔探鳥会＇午前８時～１０時（

春採湖畔

博物館前集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。参加費無料 釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

31

5月16日 ＇火（

クルーズ船～シーボーン・ソジャーン 耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

32

5月20日 (土)

釧路短期大学「道東文化塾２０１７」
地域の魅力、ここがオススメ

「地域の魅力」。多数が注目、期待も高い。マチの利点、高評価を長く維持するた
釧路駅からバスで３０分
め不可欠な要素を市民で共有し、自らのことばで説明できる取組の出発点に。

釧路短期大学附属図書館
☎0154-68-5092

33

5月20日 (土)

春採湖畔草花ウォッチング＇午後１時
春採湖畔
半～３時（

春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。参加費５０円

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

34

5月20日 (土)

こち亀展～こちら釧路市立美術館内
釧路市立美術館
派出所

コミックス200巻と前人未踏の記録を打ち立てたこち亀。本展では原画約150点
に加え、体感できる展示や映像、写真撮影コーナー等でこち亀の世界観を楽し
んでいただけます。

釧路駅から徒歩25分

釧路市立美術館
☎0154-42-6116

35

5月21日 (日)

早朝バードウォッチング

温根内ビジターセンター

釧路湿原は繁殖期を迎えた野鳥のさえずりで大賑わい。何種類の鳥を見つけら
釧路駅から車で４０分
れるでしょうか？

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

36

5月21日 (日)

アムールトラ「ココア」誕生会

釧路市動物園

アムールトラココア、満８歳の誕生日(5月24日)をお祝いします。

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

37

5月21日 (日)

第36回釧路町桜まつり

別保公園

別保駅から徒歩10分のところにある別保公園で行われる日本一遅い桜まつり

別保駅から徒歩10分

釧路町商工会
☎0154-36-2133

38

5月25日 ＇木（

クルーズ船～飛鳥Ⅱ

耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から徒歩で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

39

5月27日 (土)

第43回くしろチューリップ＆花フェア

鶴ヶ岱公園

マーメイド発表会、ステージイベント、バンド演奏 他

釧路駅からバスで１５分

釧路市民活動センターわっと
☎0154-22-2232

40

5月28日 (日)

初夏の探鳥会

釧路町森林公園駐車場

８時～１２時(予定) 参加料無料 ☂雨天中止

釧路駅からバスで50分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

41

5月28日 (日)

釧路を描く作家たち
地域の魅力を発信する

北海道立釧路芸術館

釧路在住芸術家１０名が、釧路の魅力を描き、釧路地域の魅力を発信する企
画。原画を直にご覧いただく共に、「折り紙建築設計図の塗り絵」を体験、展示す 釧路駅からバスで１０分
ることができます。

北海道立釧路芸術館
☎0154-23-2381

42

5月28日＇予定（ (日)

西別岳「山開き」

標茶町虹別

登山口にて午前８時よりスタート。(飲み水、トイレットペーパーは事前準備を)

※※

標茶町観光協会(標茶町商工
会内（
☎015-485-2264

43

6月1日 (木)

～

10月10日 (火)

摩周・屈斜路 雲海ツアー(有料)

摩周・屈斜路

眼下に広がる雲海を摩周展望台から望む早朝ツアー

川湯温泉各ホテル発

㈱ツーリズムてしかが
☎015-483-2101

44

6月1日 (木)

～

7月31日 (木)

動物愛護の標語

釧路市動物園

動物愛護の標語を募集します

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

～

～

～

5月21日 ＇日（ 第68回あっけし桜・牡蠣まつり

7月9日 (日)

5月28日 (日)

6月21日 (水)

釧路短期大学講義室

釧路駅から徒歩で１５分

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

行事名

会場

内容

交通機関

問合先

45

6月3日 (土)

新緑の湿原バードウォチング

シラルトロ湖・蝶の森

定員：１５名＇無料（、午前１０時～１２時

釧路駅から車で３０分

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

46

6月3日 (土)

ハーバリウム霧多布(植物講座)

霧多布湿原センター

参加費無料 電話にて受付 【0153-65-2779】

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

47

6月4日 (日)

初夏の花を見に行こう

温根内ビジターセンター

釧路湿原はいよいよ花のシーズン到来です。春を代表する湿原の花々を観察し
釧路駅から車で４０分
ましょう。

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

48

6月4日 (日)

簡易軌道バス見学会アンコール
(鶴居・標茶編)

博物館集合

９時～１７時 参加費３００円 定員３０名 5月１日～５月８日はがきまたはFAXに
釧路駅からバスで２０分
て受付

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

49

6月4日 (日)

白湯山自然観察トレッキング

スキー場から白湯山展望台までのトレッキングコースを、自然を感じながら歩き
阿寒湖エコミュージアムセンターます。展望所からみた阿寒湖や雌阿寒岳などのを楽しみます。2週間前から要 釧路空港から車で１時間
予約 一人500円

50

6月10日 (土)

51

6月10日 ＇土（ ～

52

6月11日 (日)

53

しらべてみよう春採湖の昆虫＇午後１
春採湖畔
時半～３時（

博物館集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。
参加費５０円☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター
☎0154-67-4100
釧路市立博物館
☎0154-41-5809

大鵬相撲記念館

川湯温泉周遊コース(無料)
湯けむり漂う川湯温泉街を地元ガイドの名調子とともにのんびり楽しむ情緒満点 大鵬相撲記念館発
の

阿寒国立公園川湯地域運営協
会
☎015-483-2060

まちなみ散歩

市内各所・現地集合

１０時～１２時 参加費５０円 ☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

6月13日 (火)

クルーズ船～飛鳥Ⅱ

耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から徒歩で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

54

6月中旬

トキメキとき祭り

釧路和商市場

釧路地域ブランド推進委員会・釧路市東部漁業協同組合協力・コラボイベント
釧路産トキシラズの販売、PR

釧路駅から徒歩で１０分

釧路和商協同組合
総合流通センター
☎0154-22-3226

55

6月17日 (土)

釧路短期大学「道東文化塾２０１７」
「釧路鳥取きりん獅子舞」

釧路短期大学講義室

昭和１５年、故郷の神社に伝わる「麒麟獅子舞」を鳥取神社に奉納しました。例
大祭では公開されても、市内で拝観することの少ない芸。構成・構造・コンセプト 釧路駅からバスで３０分
を示します。

釧路短期大学附属図書館
☎0154-68-5092

56

6月17日 (土)

春採湖畔草花ウォッチング＇午後１時
春採湖畔
半～３時（

博物館集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。
参加費５０円 ☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

57

6月18日 (日)

春採湖畔探鳥会＇午前８時～１０時（

春採湖畔

博物館前集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。参加費無料 釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

58

6月18日 (日)

キリンの日

釧路市動物園

キリンの日イベント

釧路市動物園
☎0154-56-2121

59

6月18日 (日)

雄阿寒岳山開き

雄阿寒岳

阿寒湖の東側に位置する円錐形の単独峰。スタッフ同行登山会。

60

6月18日 (日)

2017北のビーナス蕗まつり

音別町文化会館駐車場

管内郷土芸能発表会・千人鍋＇ふき汁（・お楽しみ抽選会

61

6月20日 (火)

釧路短期大学「道東文化塾２０１７」
「エクステンションツアーin 異国船来
泊地(厚岸郡)」

釧路短期大学講義室

江戸時代。アッケシは良湊=りょうそうで知られていました。①あっけし望洋台②
海事記念館、③筑紫恋海岸④末広、⑤羨古丹を訪問、現地の当時の記録を。

62

6月24日 ＇土（ ～

厚岸町原生花園あやめヶ原

約１００haに及ぶ大草原に咲く日本最大のヒオウギアヤメの群落探勝のほか、約
厚岸駅からバスで２５分
８０ｍの断崖絶壁から太平洋を望むことができる。

厚岸町役場内 厚岸観光協会
☎0153-52-3131

釧路市漁協青年部
第8回子供お魚まつり

釧路市漁業協同組合
統合流通センター特設会場

水産物販売提供・施設体験等

釧路駅から2.5キロ

釧路市漁業協同組合
統合流通センター
☎0154-53-8181

63

7月10日 ＇月（ 白つつじ馬車

7月2日 ＇日（ 第59回あっけしあやめまつり

6月25日＇予定（

釧路駅からバスで５０分

ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづ
釧路駅からバスで１２０分
くり推進機構
釧路空港からバスで６０分
☎0154-67-3200
釧路駅から車・汽車で１時 釧路市音別町行政センター
間
地域振興課
音別駅から徒歩10分
☎01547-6-2231
釧路駅からバスで３０分

釧路短期大学附属図書館
☎0154-68-5092

64

6月25日 (日)

第21回港ｉｎ白糠大漁まつり

白糠漁港

・海鮮物の販売 ・遊漁体験・遊覧航海 ・ビンゴゲーム ・炉端コーナー他

白糠駅から車で３分

白糠漁業協同組合
☎01547-2-2221

65

6月25日 (日)

「スゲ」観察会

博物館集合

参加費300円 定員25名 ６月１日～６月８日 はがきまたはFAXで受付

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

66

7月1日 (土)

美しく構成されたアイヌ民族の歌と伝統舞踊を堪能

釧路駅からバスで１２０分 阿寒アイヌ工芸協同組合
釧路空港からバスで６０分 ☎0154-67-2727

～

8月31日 (木)

イオマンテの火まつり＇夏バージョン（ 阿寒湖アイヌシアターイコロ

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

67

7月1日 (土)

～

9月3日 (日)

68

7月1日 (土)

～

8月31日 (木)

69

7月1日 (土)

70

7月1日 (土)

71

7月1日 (土)

72

7月1日 ＇土（ ～

73

7月2日 (日)

74

7月2日 (日)

75

7月2日 (日)

76

7月7日 ＇金（

77

7月7日 ＇金（

78

7月7日 ＇金（ ～

79

～

8月27日 (日)

行事名

会場

内容

交通機関

多くの名作に出演し活躍した高倉健。この名優は、道内をロケ地とした秀作を残
しています。出演作から、抜粋した映像とともに、台本などを一堂に展覧し、足跡 釧路駅からバスで１０分
をたどります。
マリモに見立てたメッセージ入りの光の球に願いと希望を込めて阿寒湖に流しま
釧路駅からバスで１２０分
す。
釧路空港からバスで６０分
遊覧船から幻想的な夏の夜の阿寒湖を堪能します。

問合先

追悼特別展
高倉 健

北海道立釧路芸術館

阿寒湖まりも「夏希灯」

阿寒湖

ハーバリウム霧多布(植物講座)

霧多布湿原センター

参加費無料 電話にて受付 【0153-65-2779】

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

釧路の昆虫大集合
飯島一雄コレクション展2017

2階特別展示室

2016年に逝去された昆虫研究家飯島一雄さんの昆虫コレクションを展示します。 釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

釧路短期大学「道東文化塾２０１７」
「都市の中の自然 その学び方」

釧路短期大学講義室

岩波ジュニア新書で「都市の自然を歩こう(１９９５年)」の一冊。日本の自然博物
釧路駅からバスで３０分
館ともいわれる釧路で、なにげなく通りすがる街中。足元の自然を楽しむ方法。

釧路短期大学附属図書館
☎0154-68-5092

阿寒湖アイヌシアターイコロ

阿寒湖アイヌシアターイコロで、美しく構成されたアイヌ民族の歌と伝統舞踊を堪 釧路駅からバスで１２０分 阿寒アイヌ工芸協同組合
能。
釧路空港からバスで６０分 ☎0154-67-2727

夏の花を見に行こう

温根内ビジターセンター

釧路湿原は本格的な花の季節です。花を観察しながら湿原の植物の不思議な
生態を覗いてみましょう。

阿寒湖沼群探勝会

例年開催されているペンケトー・パンケトーを巡る自然探勝会で、阿寒の幸を味
阿寒湖エコミュージアムセンターわいつつ初夏の阿寒カルデラを体感できます。約２週間前から要予約 大人
釧路空港から車で１時間
4,500円

8月31日 ＇木（ イオマンテの火まつり夏バージョン

釧路駅から車で４０分

北海道立釧路芸術館
☎0154-23-2381
ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづ
くり推進機構
☎0154-67-3200

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323
阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター
☎0154-67-4100
白糠町役場
社会福祉センタースポーツ推進
係

しらぬかパークゴルフ
インチャロ

パークゴルフ大会＇国内の中学生以上の参加可：有料（

白糠駅から車で５分

第14回厚岸 町民花火大会

厚岸町内

水中花火、仕掛け花火など厚岸湾を彩る花火の競演

厚岸駅から徒歩１０分

厚岸町役場 まちづくり推進課
☎0153-52-3131

第61回厚岸港まつり

厚岸町内

厚岸音頭市中パレードほか

厚岸駅から徒歩１０分

厚岸町役場 産業振興課
☎0153-52-3131

厳島神社例大祭～くしろ祭～

厳島神社＇社殿、境内（
栄町平和公園周辺

宵宮祭、例大祭、御輿渡御、後日祭＇夜店、舞踊、抽選会、釧路市内神輿行列、
釧路駅からバスで１５分
栄町平和公園にて「一の宮祭」等イベントの開催（

厳島神社社務所
☎0154-41-4485

7月8日 (土)

縄文土器作り講座

塘路湖エコミュージアムセン
ター

定員：１５名＇有料（、午前１０時～午後２時

釧路駅から車で３０分

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

80

7月8日 (土)

しらべてみよう春採湖の昆虫＇午後１
春採湖畔
時半～３時（

博物館集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。
参加費５０円☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

81

7月8日 ＇土（ ～

第27回厚岸夏まつり

厚岸町内

獅子舞、山車の競演ほか

厚岸駅から徒歩１０分

厚岸町役場内 厚岸夏まつり
実行委員会＇担当：三浦（
☎0154-52-3131

82

7月8日 ＇土（

釧路湿原国立公園クリーンデー

塘路エコミュージアムセンター

釧路市湿原展望台周辺の清掃作業
午前１０時～１２時

釧路駅から車で４０分

釧路湿原国立公園連絡協議会
事務局 ☎0154-31-4594

83

7月8日 ＇土（ ～

琵琶瀬

霧多布湿原が花でにぎわう季節に行われるグルメイベント。トキシラズやカキな
ど、浜中町でとれる新鮮な地場産品の味覚を存分に堪能できる屋台村が並びま 浜中駅より車で20分
す。また、恒例イベントの花咲ガニゆであげ実演販売も開催予定

浜中町観光協会 ☎0153-622111

84

7月9日 ＇日（

耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から徒歩で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

85

7月8日 (土（

釧路市音別町内

街中を御輿が練り歩き、最後に川の中を渡る場面が見もの。

音別駅から徒歩５分

音別町神社
☎01547-6-2170

86

7月15日 ＇土（

春採湖畔草花ウォッチング＇午後１時
春採湖畔
半～３時（

博物館集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します
参加費５０円 ☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

87

7月15日 ＇土（

クルーズ船～ダイヤモンド・プリンセス 西港第４埠頭

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から車で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

88

7月15日 ＇土（ ～

なつやすみの動物園

＇昔あそびコーナーほか（

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

7月9日 (日)

7月9日 (日)

7月9日 ＇日（ 浜中うまいもん市
クルーズ船～にっぽん丸

～

7月9日 ＇日（ 音別神社例大祭

8月31日 (木)

釧路市動物園

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

行事名

会場

内容

交通機関

問合先

89

7月15日 ＇土（ ～

8月27日 (日)

貼り絵・北海道63景 静かな風を聴き
釧路市立美術館
ながら 藤倉英幸展

JR北海道車内広報誌の表紙絵を手掛ける札幌在住のイラストレーター、藤倉英
釧路駅から徒歩25分
幸。
鮮やかな色彩が響きあう独特の作品世界をご覧ください。

釧路市立美術館
☎0154-42-6116

90

7月15日 ＇土（ ～

8月27日 (日)

プチ・コレ
神原安代展

釧路市立美術館

大正２年釧路市に生まれた神原安代は、釧路美術界黎明期に活躍した油彩画
家です。遺族が所有する作品約20点と資料により神原の足跡を振り返ります。

釧路市立美術館
☎0154-42-6116

91

7月16日 (日)

春採湖畔探鳥会＇午前８時～１０時（

春採湖畔

博物館前集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。参加費無料 釧路駅からバスで２０分

92

7月中旬

ねむろ港まつり

根室市内 根室港

根室の漁業の振興、安全を祈るお祭りで２日間の日程で行われます。
千人踊り・ジュニアコンサート、根室港では舟こぎレース、花火大会が行われま
す。

根室駅から車で１０分

93

7月中旬

摩周の里 夏まつり

弟子屈町役場駐車場

玉入れ、ステージイベント、出店

摩周駅から徒歩１０分

94

7月21日 ＇金（

つるい納涼まつり

鶴居村総合センター前庭

女性限定尻相撲大会、ビール早飲み競争、各種売店

釧路駅からバスで５０分、
車で４５分

95

7月中旬
＇予定（

いわしすくい
＇和商の日（

釧路和商市場

いわしすくい 他

釧路駅から徒歩１０分

釧路和商協同組合
☎0154-22-3226

96

7月21日 ＇金（ ～

7月23日 (日)

MOO誕生祭

釧路フィッシャーマンズワーフ
子ども縁日、遊具、体験コーナー 他
MOO

釧路駅から徒歩１５分

＇株（釧路河畔開発公社
☎0154-23-0600

97

7月21日 ＇金（ ～

8月31日 (木)

まちなか企画展
考古資料展示

市内各所

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

98

7月21日 (金)

～

7月23日 (日)

厳島神社例大祭＇白糠町（

白糠駅前、厳島神社、白糠漁
宵宮祭、例大祭、御輿渡御【７月23日(日)：海中みこし】
港

例大祭：白糠駅前
海中みこし：白糠漁港
白糠駅から車で５分

厳島神社社務所＇白糠町（
☎01547-2-2712

99

7月22日 ＇土（ ～

7月23日 (日)

ホタルの週末

温根内ビジターセンター

釧路湿原に棲むヘイケボタル。その不思議な生態と観察方法を学んでから夜の
釧路駅から車で４０分
湿原へと出かけます。

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

博物館集合/７月１日より電話受付、店員30名・参加費２００円
☂雨天中止

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

北大通の施設などで、擦文文化の考古資料を展示。スタンプラリーもあわせて
開催します。

100

7月23日 (日)

バスで行く市内国史跡探訪会
(９時～14時半)

市内各所

101

7月23日 (日)

阿寒ふるさとまつり

釧路市阿寒町行政センター駐
ステージショー、ゲーム大会、丹頂鶴音頭、特産品販売、各種出店 他
車場及び市民広場

102

7月28日 ＇金（

クルーズ船～ダイヤモンド・プリンセス 西港第４埠頭

103

7月28日 ＇金（ ～

7月30日 ＇日（ 第３３回くしろ霧フェスティバル

104

7月29日 ＇土（ ～

8月25日 ＇金（ 幼児・児童動物画コンクール

105

7月29日 ＇土（

106

釧路駅から徒歩25分

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809
根室市 水産経済部商工観光
課
☎0153-23-6111
夏まつり実行委員会(大栄電業
内)
☎015-482-2677
実行委員会＇鶴居村産業振興
課（
☎0154-64-2114

釧路市阿寒町行政センター地
釧路駅からバスで６０分
域振興課
釧路空港からバスで２０分
☎0154-66-2121

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から車で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

幸町緑地野外ステージ

レーザーショー、海炉市場 他

釧路駅から徒歩で１５分

＇一社（釧路青年会議所
☎0154-42-1121

釧路市動物園

幼児・児童動物画コンクール作品募集

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

「夜の動物園まつり」

釧路市動物園

＇午後8時30分まで開園、入園は午後８時まで（

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

7月29日 ＇土（

夏休み親子土器作り教室
(13時～16時)

博物館講堂

材料費：１個３００円・７月１日より電話受付

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

107

7月30日 ＇日（

バスでめぐる飯島一雄コレクション

博物館集合

９時～１７時 参加費３００円 定員３０名 ７月１日より電話受付

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

108

7月30日 ＇日（

第４４回釧路湿原マラソン

釧路市民陸上競技場

①マラソン競技＇３キロ、１０キロ、３０キロ、親子３キロの部（
②ウォーキング＇１５キロ、３０キロ（

釧路駅からバスで２５分

釧路市スポーツ振興財団
☎0154-31-1230

109

7月30日 ＇日（

サマーグリーン交流パークゴルフ大
会

しらぬかパークゴルフ
インチャロ

パークゴルフ大会＇国内の中学生以上の参加可：有料（

白糠駅から車で５分

白糠町役場
社会福祉センタースポーツ推進
係

110

8月1日 (火)

湯のまち川湯 源泉まつり

川湯園地

昔ながらの縁日を再現。地元アイヌによる古式舞踊を毎晩開催＇悪天時中止（。

川湯温泉駅からバスで１０ ㈳摩周湖観光協会
分、車で５分
☎015-482-2200

～

8月16日 (火)

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

行事名

釧路港、北大通 他

市民踊りパレード、大漁ばやし、大漁旗パレード 他

北大通会場：釧路駅から徒 釧路市港湾空港振興課
歩０分
☎0154-53-3371

8月6日 ＇日（ 第40回北大通歩行者天国

北大通3丁目～5丁目、パステ
パステル広場、働く車集合、郷土芸能フェス
ルタウン

歩行者天国実行委員会
北大通会場：釧路駅から徒
サロンドイフ内
歩１０分
電話 0154-22-3853

「夜の動物園まつり」

釧路市動物園

＇午後8時30分まで開園、入園は午後８時まで（

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

ハーバリウム霧多布(植物講座)

霧多布湿原センター

参加費無料 電話にて受付 【0153-65-2779】

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

北大通３丁目～５丁目
パステルタウン

パステル広場、働く車集合、郷土芸能フェス

＇北大通会場（
釧路駅から徒歩１０分

歩行者天国実行委員会
サロンドイフ内
電話 0154-22-3853

盛夏の花を見に行こう

温根内ビジターセンター

盛夏の釧路湿原の花々をじっくりと観察します。熱中症対策を忘れずに。

釧路駅から車で４０分

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

①雌阿寒岳清掃登山
②ボッケクリーンウォーク

阿寒湖エコミュージアムセン
ター

①雌阿寒岳のクリーン登山を実施します。終了後お風呂の用意もあります。
②阿寒湖畔のボッケ遊歩道をごみ拾いしながら、ご案内します。

釧路空港から車で１時間

阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター
☎0154-67-4100

金刀比羅神社例大祭

根室市内

北海道３大祭のひとつ。重さ1.5トンの絢爛豪華なお神輿や四祭典区による山車
根室駅
や太鼓などの行列が市内を練り歩きます。

根室金刀比羅神社社務所
☎0153-23-4458

幣舞河畔広場

グルメブース、ステージイベント、おもてなしグランプリの開催

釧路駅から徒歩１５分

おもてなしグルメフェスタ実行委
員会
☎090-1644-9461

港inしらぬか花火大会

白糠漁港特設会場

花火大会、屋台村、各種アトラクションほか

白糠駅から車で３分

白糠町役場＇実行委員会事務
局（ ☎01547-2-2171

昆虫展関連講演会
「探そう！北海道の虫」

博物館講堂

13時半～15時半 参加費無料 講師 堀繁久氏(北海道博物館)

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

しべちゃ納涼夏まつり

標茶開発センター及びコンベ
ンションホールういず前駐車 縁日祭、ビアガーデン、ゲーム、花火大会
場特設会場

標茶駅から徒歩５分

標茶町商工会
☎015-485-2264

釧路市動物園

＇午後8時30分まで開園、入園は午後８時まで（

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

博物館集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。
参加費５０円☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

春採公園ネイチャーセンター
横の広場

湖畔周遊ウォークラリークイズ、野外演奏会、露天、湖上花火大会

釧路駅からバスで２０分

事務局 清水 不二男
☎090-2870-0120

春採アイスアリーナ駐車場

音楽ステージ、大抽選会、ちびっこ花火大会、体験コーナー、盆踊り、屋台村等

釧路駅から車で10分
釧路駅からバスで15分

＇株（FMくしろ
☎0154-47-0946

塘路湖エコミュージアムセン
ター

サルボ展望台周辺を散策しながら、釧路湿原の自然や遺跡を観察します

釧路駅から車で３０分

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

112

8月4日 (金)

～

113

8月5日 ＇土（ ～

114

8月5日 ＇土（

115

8月5日 ＇土（

116

8月5日 ＇土（ ～

117

8月6日 (日)

118

8月6日 (日)

119

8月9日 (水)

～

8月11日 (金)

120

8月11日 (金)

～

8月13日 ＇日（ KUSHIROおもてなしグルメフェスタ

8月11日 (金)

阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター
☎0154-67-4100

8月6日 ＇日（ 第70回くしろ港まつり

～

122

問合先

釧路空港から車で１時間

8月2日 (水)

8月11日 ＇土（
予備日：8月12日 (日（

交通機関

レクチャー室を使って、一般を対象に１日２回、阿寒の自然を紹介する
スライドショーを実施する。

111

121

内容

阿寒湖エコミュージアムセン
ター

8月16日 (水)

夏休み企画
「阿寒の自然スライドショー」

会場

8月6日 ＇日（ 第40回北大通歩行者天国

123

8月11日＇予定（ ＇金（

124

8月12日 ＇土（

「夜の動物園まつり」

125

8月12日 ＇土（

しらべてみよう春採湖の昆虫＇午後１
春採湖畔
時半～３時（

126

8月12日 ＇土（

第54回春採湖水祭り

127

8月12日 ＇土（ ～

128

8月12日 ＇土（

釧路湿原 自然と歴史を訪ねて

129

8月13日 ＇日（

ザリガニウォッチング～ウチダザリガ
温根内ビジターセンター
ニ編～

130

8月13日 ＇日（

サマーフェスタ夏まつり2017

浜中町総合文化センター駐車
花火大会、チビッコ広場、仮装大会、抽選会
場

浜中駅からバスで２０分

浜中町商工会
☎0153-62-2144

131

8月14日 ＇月（

鶴居村ふるさと盆踊り花火大会

鶴居村営球技場

釧路駅からバスで５０分、
車で４５分

実行委員会＇鶴居村産業振興
課（
☎0154-64-2114

132

8月16日 (水)

第59回釧新花火大会

新釧路川鳥取橋土手緑地公
約８，０００発の花火大会
園

釧路駅からバスで１５分

釧路新聞社事業部
☎0154-22-1111

8月13日＇予定（＇日（ ＦＭくしろ第14回春採夏まつり

特定外来生物のウチダザリガニを捕獲し、外来生物の脅威について学びます。 釧路駅から車で４０分

盆踊り、仮装盆踊り、花火大会ほか

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

行事名

会場

内容

交通機関

問合先

仮装、手踊り、フリースタイルの各コンクール、大型行灯展示

釧路駅から徒歩０分

㈱ＦＭくしろ
☎0154-47-0808

春採湖畔草花ウォッチング＇午後１時
春採湖畔
半～３時（

博物館集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。
参加費５０円 ☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

8月19日 ＇土（

おんべつ商工まつり

音別町文化会館駐車場

屋台村、各種アトラクション、花火大会があり、子どもから大人まで楽しめるイベ
音別駅から徒歩１０分
ント。

音別町商工会
☎01547-6-5232

136

8月19日 (土)

釧路短期大学「道東文化塾２０１７」
「伊賀と甲賀」

釧路短期大学講義室

武四郎翁の業績を道民が伝える努力をするも、そこをはるかに超える豊富な著
釧路駅からバスで３０分
作、緻密な調査に出色の貢献。その背景を伊賀国の学問風土から照射。

釧路短期大学附属図書館
☎0154-68-5092

137

8月20日 (日)

春採湖畔探鳥会＇午前８時～１０時（

春採湖畔

博物館前集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。参加費無料 釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

138

8月22日 ＇火（

クルーズ船～ダイヤモンド・プリンセス 西港第４埠頭

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から車で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

139

8月未定 (金)

化石レプリカ教室
(13時半～15時)

博物館講堂

参加費２００円・７月１日より電話受付 小中学生20名

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

140

8月26日 (土)

第10回JA摩周湖農業祭＇新そば祭
り（

JA摩周湖Aコープ店前駐車場 そば店コーナー、地場産物直売

摩周駅から徒歩３分

ＪＡ摩周湖
☎015-482-2104

141

8月26日 (土)

第46回春採コタン祭り

春採生活館

アイヌ民族文化伝承活動事業 27日：前夜祭 28日：本祭

釧路駅から車で１０分

釧路アイヌ協会
☎0154-41-7083

142

8月27日 (日)

まちなみ散歩

市内各所・現地集合

１０時～１２時 参加費５０円 ☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

143

8月31日 (木)

「第14回釧路大漁どんぱく」前夜祭
釧路すえひろはしご酒

栄町平和公園
末広町・栄町・川上町＇繁華
街（

繁華街飲食店をはしごするラリーイベント

釧路駅から徒歩で１０分

＇株（北日本広告社
☎0154-22-0211

144

8月下旬

歯舞昆布まつり

歯舞漁協中央市場・屋根付岸 名物「根室さんまロール寿司」の販売、ステージショーや昆布漁体験、漁場監視
根室駅から車で２０分
壁
船の「はぼまい丸」による周遊観光

歯舞漁業協同組合
☎0153-28-2121

145

8月下旬

釧路ラーメンフェスティバル
ら・フェスタ2017

イオンモール釧路昭和店
駐車場特設会場

新作ラーメン発表、特設ステージイベント

釧路駅からバスで３０分

釧路ラーメン麺遊会
☎0154-46-2573

146

8月下旬

根室市民マラソン大会

ノサップ岬 四島のかけ橋広
場

ハーフ、10キロ、3.7キロ 要事前申込

根室駅から車で３０分

根室観光協会
☎0153-24-3104

千本タイマツ－マリモの護り火－

阿寒湖温泉街

133

8月19日 ＇土（

第63回くしろ市民北海盆踊り

134

8月19日 ＇土（

135

～

～

8月27日 (日)

9月上旬

147

9月1日 (金)

～

10月9日 (月)

148

9月1日 (金)

～

11月30日 (木)

149

9月1日 (金)

～

150

9月2日 ＇土（

151

9月2日 ＇土（ ～

152

9月2日 (土)

153

9月2日 ＇土（ ～

154

9月2日 ＇土（

～

北大通

イオマンテの火まつり＇秋バージョン（ 阿寒湖アイヌシアターイコロ
「第14回釧路大漁どんぱく」
いい味イキイキくしろ

釧路観光国際交流センター

「第14回釧路大漁どんぱく」
釧路大漁どんぱく花火大会

釧路川河口付近

9月3日 ＇日（

「第14回釧路大漁どんぱく」
農業農村フェアinKUSHIRO

9月3日 (日)

9月3日 ＇日（

11月5日 ＇日（

ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづ
たいまつを持って温泉街をそぞろ歩きを楽しんだ後は、大型オブジェとそのたい 釧路駅からバスで１２０分
くり推進機構
まつで彩るロングランイベント
釧路空港からバスで６０分
☎0154-67-3200
ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづ
釧路駅からバスで１２０分
美しく構成されたアイヌ民族の歌と舞踊を堪能＇一部休演日あり（
くり推進機構
釧路空港からバスで６０分
☎0154-67-3200
(一社（釧路観光コンベンション
釧路の味覚PRイベント
釧路駅から徒歩で１５分
協会
☎0154-31-1993
釧路駅から徒歩で１５分

北海道新聞釧路支社事業担当
☎0154-31-2728

釧路市観光国際交流センター 酪農・農業ＰＲイベント

釧路駅から徒歩で15分

JA北海道釧路中央根釧支所
☎0154-22-0910

根室かに祭り

根室港

根室駅から車で１０分

根室観光協会
☎0153-24-3104

冷たい海の大冒険！
～関勝則が写す北の海の生き物～

釧路市立博物館マンモスホー 釧路出身の水中写真家関勝則氏の写真中心に豊かな釧路の海を紹介します。
釧路駅からバスで２０分
ル
マンモスホール/入場無料

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

ハーバリウム霧多布(植物講座)

霧多布湿原センター

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

北海道最大の３尺玉が目玉の花火大会

旬を迎えた花咲がにが楽しめます。

参加費無料 電話にて受付 【0153-65-2779】

釧路駅からバスで２０分

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

行事名

会場

内容

交通機関

問合先

定員：１５名＇有料（、午前１０時～午後３時、全５回参加可能な方
釧路駅から車で３０分
釧路湿原に生息する野鳥を参考に、角材を削り彩色して作品を作る講座です。

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

クルーズ船～ダイヤモンド・プリンセス 西港第４埠頭

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

空想と旅の画家
安野光雅の世界

北海道立釧路芸術館

画家、絵本作家など幅広い活躍を続ける安野光雅の創作活動をたどる展覧会。
デビュー作から約130点の原画を紹介しますユーモアあふれる安野の世界を、お 釧路駅からバスで１０分
楽しみ下さい。

北海道立釧路芸術館
☎0154-23-2381

白糠南通り商店街

抽選会、ビンゴ大会、郷土芸能、縁日、フリーマーケット、露店、各種アトラクショ
白糠駅から徒歩１分
ンほか

白糠町商工会
☎01547-2-2345

＜我が町のお宝＞展～弟子屈町から
北海道立釧路芸術館
～

絵画や小道具などにスポットを当て、町の歴史や個性を紹介するシリーズの第３
弾。今回は弟子屈町です。摩周湖、屈斜路湖など名所を抱える観光都市として 釧路駅からバスで１０分
どんな「お宝」が登場するでしょうか。お楽しみに。

北海道立釧路芸術館
☎0154-23-2381

しらべてみよう春採湖の昆虫＇午後１
春採湖畔
時半～３時（

博物館集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。
参加費５０円☂雨天中止

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

9月10日 ＇日（

秋の花を見に行こう

温根内ビジターセンター

まもなく花の季節が終わりを迎えます。華やかな秋の花で今年の花の季節を締
釧路駅から車で４０分
めくくりましょう。

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

162

9月10日 ＇日（

現場で学ぶ「林業基礎講座」

音別町尺別

博物館集合・８月１日～８月8日までハガキまたはファックスで受付。参加費３００
釧路駅からバスで２０分
円

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

163

9月10日 ＇日（

春採湖畔探鳥会＇午前８時～１０時（

春採湖畔

博物館前集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。参加費無料 釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

164

9月10日(予定（ ＇日（

標茶町産業まつり

釧路川緑地公園特設会場

地産地消しべちゃマルシェ、乳製品消費拡大コーナー、ステージイベント、酪農
ふれあいコーナー

標茶駅から徒歩１０分

標茶町商工会
☎015-485-2264

165

9月10日 ＇日（

第36回カムイチェップ祭り

春採生活館

アイヌ民族文化伝承活動事業

釧路駅から車で１０分

釧路アイヌ協会
☎0154-41-7083

166

9月12日 ＇火（

クルーズ船～飛鳥Ⅱ

耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から徒歩で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

167

9月12日 (火)

9月17日 ＇日（ 第100回記念 釧美展

釧路市立美術館

大正10年、釧路の公募展として創設された「青空画会」は昭和34年に「釧路美術
協会」と改名し、地域の美術の登竜門として幾多の優れた美術家を排出してきま 釧路駅から徒歩25分
した。地域文化の柱の一つとして受け継がれてきた会の歴史を振りかえります。

釧路市立美術館
☎0154-42-6116

168

9月13日 ＇水（ ～

9月15日 (金（

鳥取神社及びその周辺

神社を中心に各氏子地域を御輿が渡御し、郷土芸能を奉納する。

釧路駅からバスで２０分

鳥取神社
☎0154-51-2404

169

9月16日 (土)

9月17日 ＇日（ 阿寒神社例大祭

阿寒本町市街地

夜宮：花火打ち上げ、ステージイベント、各種売店
本祭：神輿が市街地を回り奉納

釧路駅からバスで６０分

阿寒神社
☎0154-66-3609

170

9月16日 (土)

釧路短期大学「道東文化塾２０１７」
「アイヌ民族学 地域で学ぶ意義」

釧路短期大学講義室

昭和６１年に発足の釧路アイヌ文化懇話会は、昨年創立３０周年を迎えた。松本
成美会長の業績を継承しつつ、言語学の立場で民族文化の深化、精緻化に取 釧路駅からバスで３０分
り組む現代的意義

釧路短期大学附属図書館
☎0154-68-5092

171

9月16日 (土)

春採湖畔草花ウォッチング＇午後１時
春採湖畔
半～３時（

博物館集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。
参加費５０円 ☂雨天中止

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

172

9月16日 ＇土（ ～

浜中駅からバスで２０分

浜中町観光協会
☎0153-62-2111

173

9月17日 (日)

釧路町キッズフェスタ
イオンモール釧路店
～職と食のいいとこ、みーつけた！～ 駐車場特設会場(予定)

釧路駅からバスで50分

釧路町商工会
☎0154-36-2133

174

9月17日 (日)

きりたっぷ岬まつり

浜中町霧多布＇霧多布市街地 地元の秋の味覚を堪能できるイベント。サンマ、ウニ、アキアジのつかみどり、地
浜中町観光協会
浜中駅からバスで２０分分
特設会場（
元産物即売会
☎0153-62-2111

175

9月17日 (日)

秋の動物園まつり

釧路市動物園

ウォークラリー・スタンプラリー 他

釧路駅からバス５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

176

9月17日 (日)

竪穴まつり

北斗遺跡展示館

１０時～１５時 参加費無料 ☂雨天一部実施

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

155

9月3日 ＇日（

バードカービング講座１回目＇全５回（

156

9月7日 ＇木（

157

9月9日 (土)

～

158

9月9日 (土)

～

9月10日 ＇日（ 第25回カミングパラダイス

159

9月9日 (土)

～

10月4日 (水)

160

9月9日 (土)

161

～

～

～

11月12日 ＇日（

鳥取神社例大祭

9月17日 ＇日（ ルパン三世フェスティバルｉｎ浜中町

9月18日 (月)

塘路湖エコミュージアムセン
ター

浜中町総合文化センター駐車
ルパン三世コンテンツと浜中町グルメが大集合
場
小中学生をメインターゲットとして釧路の職と食が集結
職業体験ブース・飲食出店ブース・縁日ブースが充実

釧路駅から車で１５分

釧路駅からバスで２０分

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

行事名

会場

内容

交通機関

問合先
白糠町役場
社会福祉センタースポーツ推進
係

177

9月17日 ＇日（ ～

白糠漁業協同組合杯パークゴルフ大 しらぬかパークゴルフ
会
インチャロ

パークゴルフ大会＇国内の中学生以上の参加可：有料（

178

9月18日 ＇月（

阿寒丹頂の里まつり

阿寒町自然休養村特設会場

地場産野菜釣り大会・人間野菜持ち放題・ステージイベント・お楽しみ抽選会・各 釧路駅からバスで７０分
＇株（阿寒町観光振興公社
種売店
釧路空港からバスで３０分 ☎0154-66-2331

179

9月18日 ＇月（

クルーズ船～シルバーシャドー

耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から徒歩で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

180

9月中旬

根室さんま祭り

根室港

旬を迎えたさんまがたくさん楽しめます。

釧路駅から車で１０分

根室市水産経済部商工観光課
☎0153-23-6111

「くじら祭り＆くしろの鯨 味めぐり」

参加店舗で、開催店舗限定「くじら特別メニュー」を、毎日20食限定、税込500円
釧路市内一円飲食店＇参加店
で提供。期間中、特別メニューを含む鯨料理を食べた方に、抽選で豪華景品を
舗（
プレゼント
釧路和商市場

181

9月中旬

白糠駅から車で５分

釧路市水産課
☎ 0154-22-0191

釧路くじら協議会、釧路地域おさかな普及協議会コラボイベント＇鯨肉普及キャン
釧路駅から徒歩で１０分
ペーン（、釧路産鯨の販売・PR

釧路市水産課
☎0154-51-0191

クルーズ船～ダイヤモンド・プリンセス 西港第４埠頭

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から車で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

霧多布神社例大祭

浜中町霧多布市街地

宵宮は山車が市街中心部に集結、太鼓の競演。本祭は山車が市街地を回り、
獅子舞や手踊りを披露

浜中駅からバスで２０分

霧多布神社
☎0153-62-2426

9月23日 ＇土（

鶴居村ふるさとまつり

鶴居村運動広場特設会場

ステージショー、ステージゲーム、ロール転がし競争、たんちょうソーラン、お楽し 釧路駅からバスで５０分、
み抽選会、地場産品即売
車で４５分

実行委員会＇鶴居村産業振興
課（
☎0154-64-2114

186

9月23日 (土)

動物慰霊式

釧路市動物園

動物慰霊式

釧路市動物園
☎0154-56-2121

187

9月24日 ＇日（

山花リフレ秋の収穫祭

山花温泉リフレ屋外特設会場

農産物即売会、お楽しみ抽選会、各種出店、とうきびもぎ取り体験、馬のえさや
釧路駅から車で40分
り体験他

山花温泉リフレ
☎0154-56-2233

188

9月24日 ＇日（

第７回あっけし産業感謝祭

厚岸漁協市場特設会場

サンマ、秋さけ、乳製品など厚岸町の産物を販売。縁日広場やイベントなど開
催。

厚岸町商工会
☎0153-52-3185

189

9月24日 (日)

オンネトー自然探勝会

阿寒湖エコミュージアムセン
ター

雌阿寒温泉から続く遊歩道を通り、秋のオンネトー湖畔の風景を探訪しながら森
釧路空港から車で１時間
林浴を楽しむ自然探勝会、帰りは野中温泉で温泉にもつかれます。

阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター
☎0154-67-4100

190

9月下旬

くじらの日(和商の日)

釧路和商市場

釧路くじら協議会、釧路地域おさかな普及協議会コラボイベント＇鯨肉普及キャン
釧路駅から徒歩１０分
ペーン（、釧路産鯨の販売・PR

釧路和商協同組合
☎0154-22-3226

191

9月下旬

現場で学ぶ「石炭基礎講座」

９時～12時※要申込＇釧路市産業推進室まで（
☎0154-31-4550

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

192

9月30日 ＇土（ ～

193

9月30日 ＇土（ ～

194

182

9月中旬

鯨肉普及キャンペーン

183

9月20日 ＇水（

184

9月22日 (金)

185

～

9月23日 (土（

釧路駅からバスで５０分

厚岸駅から徒歩１０分

釧路駅からバスで２０分

厚岸名産「牡蠣」を为とした味覚祭り。殻牡蠣、あさり等の海産物販売、牡蠣・あ
厚岸駅からバスで１５分
さりのつかみどり等のイベント＇予定（

厚岸町役場内 厚岸観光協会
☎0153-52-3131

第42回釧路市民文化展 床ヌブリ展 釧路市立美術館

1937年に釧路市のアイヌの家系に生まれた床ヌブリは、工芸品とみられてたア
イヌの木彫を美術作品として意識し、公募展へと発表の場を広げ、アイヌ美術の 釧路駅から徒歩25分
表現者として先駆的な活動を続けました。本展では代表作約40点を一堂に展覧

釧路市立美術館
☎0154-42-6116

10月8日 ＇日（

第29回釧路町昆布森みなとまつり

昆布森漁港特設会場

前浜でとれた海産物の即売会、郷土芸能発表、炉端コーナー、来場者参加ゲー
釧路駅からバスで５０分
ムほか

昆布森漁業協同組合
☎0154-63-2311

195

10月1日 (日)

第28回 博物館まつり

博物館講堂

１０時～１３時 参加費無料(一部有料)

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

196

10月1日 (日)

開園記念日「入園無料の日」

釧路市動物園

幼児・児童動物画コンクール表彰式

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

197

10月1日 (日)

北のビーナスBBQまつり

釧路市音別町スケートリンク
特設会場

バーベキュー食材格安販売・ビンゴ大会・ジャンケン大会

音別駅から徒歩１０分

釧路市音別町行政センター
地域振興課
☎01547-6-2231

198

10月3日 ＇火（

クルーズ船～ダイヤモンド・プリンセス 西港第４埠頭

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から車で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

10月9日 ＇月（ 第55回あっけし牡蠣まつり
11月12日 日

厚岸町子野日公園

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

199

10月上旬 (日)

200

終了日(予定) 曜日
～

行事名

会場

内容

交通機関

白糠町振興公社
☎01547-5-3317

恋問館まつり

道の駅しらぬか恋問館

地元食材を使用した出店や子供縁日など、皆で楽しめるイベントです

10月7日 (土)

釧路短期大学「道東文化塾２０１７」
「現代中国文化理解の序章」

釧路短期大学講義室

巨大国家中国。その成長に大きな存在感。古来、わが国との深い交流を繰り広
げながらも、理解のポイントを見つけ出したい。多くの方が、関心を寄せているの 釧路駅からバスで３０分
では。

釧路短期大学附属図書館
☎0154-68-5092

201

10月7日 (土)

ハーバリウム霧多布(植物講座)

霧多布湿原センター

参加費無料 電話にて受付 【0153-65-2779】

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

202

10月8日 ＇日（ ～

阿寒湖岸園地、アイヌコタン

ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづ
まりも生息地見学会、まりも踊り行進、まりもを迎える儀式、タイマツ行進、まりも 釧路駅からバスで１２０分、
くり推進機構
を護る儀式、まりもを送る儀式ほか
釧路空港からバスで６０分
☎0154-67-3200

203

10月8日 ＇日（

大人の飼育体験

釧路市動物園

大人の飼育体験 定員６名 ９月より受付(先着順)

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

204

10月8日 ＇日（

バードカービング講座２回目＇全５回（

塘路湖エコミュージアムセン
ター

定員：１５名＇有料（、午前１１時～午後３時、
全５回参加可能な方

釧路駅から車で３０分

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

205

10月10日 ＇火（

クルーズ船～フォーレンダム

耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から徒歩で１５分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3371

206

10月13日 ＇金（

クルーズ船～アムステルダム

耐震岸壁

豪華客船が寄港し、おもてなし行事など各種イベントが行われます

釧路駅から徒歩で１６分

くしろ港おもてなし倶楽部
☎0154-53-3372

207

10月15日 ＇日（

くしろ健康まつり2017

釧路市観光国際交流センター 健康に関するステージイベント、関係機関による各種ブースやフロアイベント

釧路駅から徒歩１５分

釧路市健康推進課
☎0154-31-4524

208

10月15日 ＇日（

ザリガニウォッチング２～ニホンザリガ
温根内ビジターセンター
ニ編～

釧路湿原に生息する絶滅危惧種ニホンザリガニの生態を知り、生息環境を観察
釧路駅から車で４０分
します。

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

209

10月15日 ＇日（

春採湖畔探鳥会＇午前８時～１０時（

春採湖畔

博物館前集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。参加費無料 釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

210

10月15日 (日（

くしろ健康まつり2017

釧路市観光国際交流センター 健康に関するステージイベント、関係機関による各種ブースやフロアイベント

211

10月15日 (日)

ペンケトーパンケトー自然探勝会

例年開催されているペンケトーパンケトーを巡る自然探勝会で、阿寒の幸を味わ
阿寒湖エコミュージアムセンターいつつ
釧路空港から車で１時間
秋の阿寒カルデラを体感できます。

212

10月29日 ＇日（

晩秋の湿原 野鳥観察会

塘路湖エコミュージアムセン
ター

ヒシクイやオオハクチョウなどの渡り鳥が越冬のため飛来する時期です。秋から
釧路駅から車で３０分
冬にかけての野鳥の暮らしを観察します。

213

11月3日 (金)

秋の遊園地まつり

釧路市動物園

コイン式を除く遊具無料開放

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

214

11月4日 (土)

ムックリ＇口琴（を作ろう

塘路湖エコミュージアムセン
ター

定員：１５名＇有料（、午後１時～午後３時
アイヌの人が使っていた楽器、ムックリを使ってその音色を楽しみましょう。

釧路駅から車で３０分

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

215

11月4日 (土)

ハーバリウム霧多布(植物講座)

霧多布湿原センター

参加費無料 電話にて受付 【0153-65-2779】

釧路駅からバスで２１分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

10月10日 ＇月（ 第68回まりも祭り

白糠駅から車で１５分

問合先

釧路駅からバスで２０分

釧路駅から徒歩で１５分

釧路市健康推進課
☎0154-31-4524
阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター
☎0154-67-4100
塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

216

11月上旬

釧路ししゃもフェア

釧路和商市場

釧路地域ブランド推進委員会協賛、子供早串刺し大会他。釧路産ししゃも販売・
釧路駅から徒歩１０分
PR

釧路和商協同組合
☎0154-22-3226

217

11月12日 ＇日（

バードカービング講座３回目＇全５回（

塘路湖エコミュージアムセン
ター

定員：１５名＇有料（、午前１１時～午後３時、
全５回参加可能な方

塘路湖エコミュージアムセン
ター ☎015-487-3003

218

11月18日 (土)

Parth-Artの仲間たち
勝水喜一＆相原正美

釧路市立美術館

FMくしろのアート番組「Path-Art」。本展では番組開設10年という節目にあたり番
組で紹介された作家をシリーズで紹介します。第１回は阿寒町在住木工作家・勝 釧路駅から徒歩25分
水喜一と帯広在住の彫刻家相原正美の作品を展示。

釧路市立美術館
☎0154-42-6116

219

11月19日 ＇日（

地形を見て歩く！湿原探索

温根内ビジターセンター

花や葉が枯れ落ち、遠くまで見渡せるこの時期。普段注目しない湿原周辺の「地
釧路駅から車で４０分
形」にスポットを当てます。

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

220

11月19日 ＇日（

春採湖畔探鳥会＇午前８時～１０時（

春採湖畔

博物館前集合 春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。参加費無料 釧路駅からバスで２２分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

～

12月24日 ＇日（

釧路駅から車で３０分

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

221

11月21日 (火)

～

222

11月22日 (水)

～

223

11月26日 ＇日（

224

12月1日 (火)

225

行事名

11月26日 ＇日（ 第92回道展第62回釧路移動展
1月21日

会場
釧路市立美術館

ももちゃん芸術祭2017
かたちの冒険～

北海道立釧路芸術館

クリスマスリースを作ろう

温根内ビジターセンター

内容

交通機関

北海道でもっとも長い歴史を持つ公募展「道展」。釧路では戦後間もない時期か
ら。移動展が続けられてきました。今年も最優秀作品を筆頭に全道から選りすぐ 釧路駅から徒歩25分
りの作品が一堂にそろいます。
雲や木のかたちから人や動物を連想したことはありませんか？子どもから大人
まで楽しめる体験型の展覧会「ももちゃん芸術祭」。今回のテーマは≪かたち≫ 釧路駅からバスで１０分
です。コンサートやワークショップなどイベントももりだくさん。

問合先
釧路市立美術館
☎0154-42-6116
北海道立釧路芸術館
☎0154-23-2381

もうすぐクリスマス。自然の素材を使ってオリジナルのリースを作りましょう。

釧路駅から車で４０分

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

動物園オリジナルカレンダープレゼン
釧路市動物園
ト

＇先着100組（

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

12月2日 (土)

ハーバリウム霧多布(植物講座)

霧多布湿原センター

参加費無料 電話にて受付 【0153-65-2779】

釧路駅からバスで２３分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

226

12月3日 ＇日（

冬の植物を見に行こう

温根内ビジターセンター

湿原の植物はどうやって寒い冬を乗り越えるのでしょうか？様々な植物の越冬
作戦を観察します。

釧路駅から車で４０分

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

227

12月3日 ＇日（

ホッキョクグマお誕生会

釧路市動物園

ホッキョクグマお誕生会

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

228

12月9日 (土)

クリスマスリースを作ろう

塘路湖エコミュージアムセン
ター

定員：１０名＇有料（、午後１時～３時
松ぼっくりや木の実などの自然の素材を使ってリースを作ります。

釧路駅から車で３０分

229

12月10日 ＇日（

バードカービング講座４回目＇全５回（

塘路湖エコミュージアムセン
ター

定員：１５名＇有料（、午前１１時～午後３時、
全５回参加可能な方

釧路駅から車で３０分

230

12月上旬

第46回くしろ物産まつり

釧路市観光国際交流センター 釧路特産品の販売、大抽選会、サービスコーナー 他

釧路駅から徒歩１５分

231

12月＇予定（

釧路市東部漁業協同組合
土曜市感謝祭

釧路市東部漁業協同組合事
水産物販売提供
務所

釧路駅から徒歩２０分

232

12月中旬

釧路の漁師が贈る
第8回 冬の味覚とれたて市

釧路市漁業協同組合特設会
水産物販売提供
場

釧路駅から２キロ

釧路市漁業協同組合
(総合流通センター)
☎0154-53-8181

233

12月中旬

どんと市

釧路和商市場

富くじ抽選会他

釧路駅から徒歩１０分

釧路和商協同組合
☎0154-22-3226

234

12月17日 ＇日（

クリスマスZOO

釧路市動物園

トナカイ舎バックヤードツアー、スタンプラリー 他

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

第41回白糠水産物物産展

白糠町社会福祉センター

白糠沖でとれた鮭やシシャモ、毛ガニなどの水産物、イクラや筋子などの加工品
白糠駅から車で５分
を、日ごろの感謝の意味を込めて市価よりも安く提供する。

＇株（山内水産
☎01547-2-2824

第8回しらぬか特産フェア

白糠漁協市場

目玉商品の毛ガニの他、旬のホッキやシシャモ、ラム肉やチーズなどを販売する 白糠駅から車で５分

事務局(白糠漁業協同組合内（
☎01547-2-2221

歳の市

釧路和商市場

つかみ取り抽選会 他

釧路駅から徒歩で１０分

釧路和商協同組合
☎0154-22-3226

あいすランド阿寒

阿寒湖湖上

氷上わかさぎ釣り・スノーモービル・スノーバギー・バナナボート・歩くスキー・ス
ケート 他

釧路駅からバスで１２０分 ＇有（広大
釧路空港からバスで６０分 ☎0154-67-2057

動物園オリジナルグッズをプレゼント＇100組（

釧路駅からバスで５０分

235

～

12月中旬

12月中旬

236

12月中旬(予定)

237

12月下旬

238

1月1日 (月)

～

239

1月4日 (木)

動物園オリジナルグッズ

釧路市動物園

240

1月6日 (土)

連凧を作って揚げよう

塘路湖エコミュージアムセン
ター

241

1月6日 (土)

242

1月8日 (月)

～

3月31日 (土)

グラ・コレ 絵で巡る世界旅行 遥か
2月18日 ＇日（ なる
異国・女性の肖像
工作教室

釧路市立美術館
釧路市動物園

定員：１５名＇無料（、午前１０時～１２時
自作の凧に干支文字やイラストなどを描いて、新年を迎えた湿原の空に揚げて 釧路駅から車で３０分
みましょう。
<遥かなる異国＞所蔵作品から海外の風景や事物を描いた作品を特集し、各国
を旅するように楽しんでいただきます。＜女性の肖像＞画家が見つめた女性美 釧路駅から徒歩25分
の探求の道程をご覧いただきます。
＇内容未定（

釧路駅からバスで５０分

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003
塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003
釧路物産協会
☎0154-31-2011
釧路市東部漁業協同組合
☎0154-41-5211

釧路市動物園
☎0154-56-2121
塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003
釧路市立美術館
☎0154-42-6116
釧路市動物園
☎0154-56-2121

※今年度の4月現在のイベント情報です。予定が変更になることがあります。

釧路管内イベント情報
№

開催日(予定)

曜日

終了日(予定) 曜日

行事名

会場

内容

交通機関

問合先

243

1月14日 ＇日（

湿原アニマルトラッキング

温根内ビジターセンター

雪の上の足跡や、あちこちに残る痕跡から、湿原周辺の動物の行動と暮らしに
ついて考えます。

244

1月20日 (土)

第15回啄木・雪あかりの町くしろ

南大通、入舟、大町界隈

釧路啄木会、雪あかり講演会、啄木一人百首、拓本体験コーナー
点灯式・南大通、入舟、大町界隈に700点の灯りのアート展示・フォトコンテスト・ 釧路駅から徒歩３０分
屋台や本日限りのメニューを扱う店舗

啄木・雪あかりの町くしろの会
☎0154-41-6922＇岡本（

245

1月21日 ＇日（

バードカービング講座５回目＇全５回（

塘路湖エコミュージアムセン
ター

定員：１５名＇有料（、午前１１時～午後３時、
全５回参加可能な方

釧路駅から車で３０分

塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

246

1月中旬

ソリ山、歩くスキーコースの開設

釧路市動物園

＇用具無料貸し出し（

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

247

1月28日 (日)

ひょうたん沼スノーシューハイキング

阿寒湖エコミュージアムセン
ター

スノーシューをはき、ひょうたん沼の氷上や周辺の森、沢沿いなどを散策しま
す。エゾシカ・エゾモモンガなど動物の痕跡を探しながらのハイキングです。

釧路空港から車で１時間

阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター
☎0154-67-4100

248

１月下旬

～

2月中旬

冬の動物園まつり

釧路市動物園

そりすべり大会、宝探し大会、みかん拾い大会、雪像づくり、先着で飲み物引換
釧路駅からバスで５０分
券配布

釧路市動物園
☎0154-56-2121

249

1月下旬
(予定)

～

2月下旬
(予定)

ＳＬ冬の湿原号運行

釧網本線
釧路駅～標茶駅間

白銀の釧路湿原を勇壮なＳＬが走る。ネイチャーガイドによる「SLネイチャー講
座」開催
※運行期間については運休日があり注意

釧路駅発

事務局＇釧路市観光振興室（
☎0154-31-4549

～

3月上旬

釧路駅から車で４０分

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

250

2月2日 (木（

～

2月22日 (水)

ダイヤモンドダストｉｎＫＡＷＡＹＵ

川湯温泉市街地

アイスキャンドルの点灯

川湯温泉駅からバスで１０ ダイヤモンドダスト実行委員会
分、車で５分
☎015-483-2101

251

2月3日 (土)

～

3月10日 ＇日（

阿寒湖氷上フェスティバル
ＩＣＥ・愛す・阿寒「冬華美」

阿寒湖上

全面氷結した氷上で、期間中、毎日打ち上げられる花火のほか、セレモニーや
氷切り体験、氷上ミニゲームなど

ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづ
釧路駅からバスで１２０分
くり推進機構
釧路空港からバスで６０分
☎0154-67-3200

252

2月3日 (土)

～

2月4日 ＇日（ くしろ冬まつり2018

253

2月3日 (土)

～

2月4日 ＇日（

254

2月4日 (日)

255

2月10日 (土)

釧路湿原フィールドウォッチング

シラルトロ湖・蝶の森

256

2月11日 ＇日（

歩くスキーで湿原ハイク

温根内ビジターセンター

257

2月17日 (土)

春採湖畔 冬のいきもの観察会

釧路市立博物館マンモスホー
春採湖畔で冬季見られるいきものを観察する会です。
ル

258

2月24日 (土)

259

2月25日 ＇日（

260

MOO氷まつり
＇くしろ冬まつり共催イベント（

釧路観光国際交流センター前
各種アトラクション、ステージイベント等
庭

釧路駅から徒歩１５分

㈱ＦＭくしろ
☎0154-47-0808

釧路フィッシャーマンズワーフ
寒風炉ばたなど冬を楽しむイベント
MOO

釧路駅から徒歩１５分

＇株（釧路河畔開発公社
☎0154-23-0600

雌阿寒岳スキー・スノーシューハイキ 阿寒湖エコミュージアムセン
ング
ター

NPO法人あしょろ観光協会共催のイベント。オンネトー脇から足寄国道までの林
釧路空港から車で１時間
間を下る
コースを楽しめる。雌阿寒温泉入浴とトン汁のサービス有
定員：１０名＇無料（、午前１０時～１２時
釧路駅から車で３０分
雪のフィールドを散策しながら釧路湿原の自然や遺跡を観察します。スノー
シュー使用

阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター
☎0154-67-4100
塘路湖エコミュージアムセン
ター
☎015-487-3003

雪の積もった湿原と周辺の森を歩くスキーで楽しみます。

釧路駅から車で４０分

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323

釧路駅からバスで２０分

釧路市立博物館
☎0154-41-5809

プチ・コレ ここに住まうもの大集合！
釧路市立美術館
カムイ絵巻

自然の中でありのままの姿で生きる「カムイ」のストーリーを榎田純子(茶内在住)
釧路駅から徒歩25分
が紡ぎ、
竹本万亀(釧路在住)が切り絵で表現したカムイ絵巻。

釧路市立美術館
☎0154-42-6116

動物園のひなまつり

釧路市動物園

＇特製ひな飾り、耳の日クイズラリー（

釧路駅からバスで５０分

釧路市動物園
☎0154-56-2121

3月3日 (土)

塘路フィールドウォッチング

塘路湖エコミュージアムセン
ター
周辺

定員：１０名＇無料（、午前１０時～１２時
雪のフィールドを散策しながら塘路の自然や遺跡などを観察します。

釧路駅から車で３０分

塘路湖エコミュージアムセン
ター ☎015-487-3003
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3月4日 ＇日（

塘路フィールドウォッチング

温根内ビジターセンター

積雪の裏山をスノーシューで歩き、雪解けを待つ植物などを観察します。

釧路駅から車で３０分

温根内ビジターセンター
☎0154-65-2323
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①3月3日 (金（
②3月11日 (土)

釧路市立美術館

釧路で活躍する作家の最新作が集まる展覧会。3部門で約150人の作家の作品
釧路駅から徒歩25分
を一度に楽しめます。①美術部門 ②書・写真部門

釧路市立美術館
☎0154-42-6116

雛人形、五月人形などが役４，０００体が飾られます。＇人形供養祭の後より一般
釧路駅からバスで１５分
公開（
人形供養祭参列の方は、祈祷花を一枝受けます。

厳島神社社務所
☎0154-41-4485
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3月上旬
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3月上旬

～

～
～

3月31日 (土)

①3月11日
＇土（ 第65回釧路郷土作家展
②3月25日
3月中旬

厳島神社 人形供養祭＇人形まつり（ 厳島神社
第7回阿寒丹頂の里千年祭

道の駅阿寒丹頂の里クレイン
丹頂感謝祭、丹頂結婚式、丹頂保護活動発表会、鶴の一声コンテスト、ステージ 釧路駅からバスで７０分
事務局 坂本
ズテラス特設会場及び丹頂観
イベント、特設販売、お楽しみ抽選会、鶴酒きき酒会
釧路空港からバスで３０分 ☎0154-66-2311
察センター

