
行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

アイヌ古式舞踊 通年 阿寒湖アイヌシアター「イコㇿ」
アイヌの世界にはたくさんのカムイ(神)がいます。中でも阿寒湖のアイヌが大切にしている、
火・水・土・風・太陽の5つのカムイにスポットを当てて、アイヌの祭具「イナウ」をモチーフとした
古式舞踊を披露します。

釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

阿寒アイヌ工芸協同組合
☎ 0154-67-2727

阿寒ユーカラ
「ロストカムイ」

通年 阿寒湖アイヌシアター「イコㇿ」
アイヌとエゾオオカミとの共生をテーマとした物語がデジタル技術と舞踊で立体的に表現さ
れ、自然を尊び共存してきたアイヌの人々との暮らしの中から生まれた歌や踊りなどを通して、
アイヌの世界観を存分に体感することができます。

釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

阿寒アイヌ工芸協同組合
☎ 0154-67-2727

イラスト展
石川啄木没後110年企画
「釧啄記～さいはての雪あかり展
～」

4月1日(金)～5月8日(日) 釧路港文館

石川啄木没後110年を記念したイラスト展、16人の作家が釧路や啄木を題材にした新作を展
示しています。また、ポストカード、原画も販売しており、購入された原画は展示会の終了後に
お渡しいたします。
※入場無料

釧路駅からバス 5分
釧路港文館
☎ 0154-42-5584

JICA(ジャイカ)展示
アフリカってすてきジャ(な)イカ

4月4日(月)～5月8日(日)
イオンモール釧路昭和2階
銀座山形屋隣

・小さなアフリカ写真展
・TICADってなんだろう？
・子どもたちのアート
・民族衣装
・協力隊を知ろう

釧路駅からバス 30分
独立行政法人国際協力機構(JICA)北
海道センター(帯広)
☎ 0155-35-1210

「カモにも事情がありまして…～餌
から恋の三角関係まで～」

4月6日(水)～5月8日(日)
イオンモール釧路昭和2階
エムアイプラザ丸井三越横

カモは身近な存在ですが、実はとても面白い生態をもっています。
釧路周辺に棲むカモについて、餌・つがい・求愛など、カモにまつわる「事情」を紹介します。
今年の春はカモウォッチングはじめてみませんか？

釧路駅からバス 30分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

春の足音を聴きに行こう
4月10日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
春を待つ動植物の息吹を感じながら、雪解けの湿原を散策します。
※事前の申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

釧路湿原いきもの展「シベリアン・サ
ラマンダー～氷河期の小さなサバイ
バー～」

4月16日(土)～7月3日(日)
※月曜休館

釧路市立博物館
マンモスホール

天然記念物キタサンショウウオの生態や現状、最新の研究成果を紹介します。
※入場無料

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

◆展示解説「ようこそ釧路へ」
4月16日(土)・17日(日)
※13:30～14:30
参加費：無料(入館料も無料)

釧路市立博物館常設展示室
(入口マンモスホール集合)

釧路へ転入された方々をはじめ、釧路の自然と歴史を知りたい方々に、学芸員が展示室をご
案内します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員(各回30名)を設け、事前申込制で実施しま
す。

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

春採湖畔探鳥会

4月17日・5月15日・7月17
日・8月21日・9月18日・10月
16日・11月20日
※全日程日曜日開催
※8：00～10：00(開催日に
よって変動)

集合場所：釧路市立博物館前東家
春採湖畔を散策しながら、野鳥を観察します。天候によっては足元が悪い場所もありますの
で、散策に適した服装・履き物でご参加ください。
※事前申込が必要

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

阿寒湖砕氷帯観光遊覧 4月21日(木)～ 阿寒湖 日本で唯一、砕氷帯の遊覧が出来る阿寒湖で、観光遊覧船の運航。
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

阿寒観光汽船(株)
☎ 0154-67-2511

にこにこタイム
「こいのぼりをつくってみよう！」

4月22日(金)
10：30～11：30(時間内自由
参加)

釧路市こども遊学館 親子で楽しくこいのぼりを作りましょう。楽しいあそびのコーナーもあります。
※参加無料、定員10組

釧路駅から徒歩 8分
釧路市こども遊学館
☎ 0154-32-0122

早春の湿原野鳥観察会
4月23日(土)
10：00～12：00

シラルトロ湖・蝶の森周辺
(シラルトロ自然情報館駐車場集
合)

渡り鳥の中継地シラルトロ湖周辺で、講師の解説を聞きながら野鳥観察を楽しみましょう。
※事前申込が必要

釧路駅から電車 30分
釧路駅から車 40分

塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

日本の洋画130年具象表現の栄光 4月23日(土)～6月19日(日)
北海道立釧路芸術館
展示室

笠間日動美術館コレクションから明治以降の秀作を一堂に展示。釧路独自企画として笠間出
身の画家・山下りんのイコンともに公開します。

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

日本の洋画130年ギャラリー・ツ
アー

4月23日(土)・29日(金祝)、
5月1日(日)～5日(木祝)・14
日(土)、6月4日(土)
14：00～

北海道立釧路芸術館
学芸員によるわかりやすい解説をききながら、展覧会を鑑賞しませんか。
※開始時刻までに展示室前にお集まりください。

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

木島誠悟の絵本原画・毛綱毅曠の
設計図

4月23日(土)～6月19日(日)
北海道立釧路芸術館
フリーアートルーム

2021年度(令和3年度)に新しく寄贈ならびに寄託をうけた作品をおひろめします。
※ギャラリー・ツアーは4月24日(日)、5月15日(日)、6月5日(日)各日14：00～から開催予
定。
※参加希望者が多数の場合、人数制限を行うことがございます。
※観覧無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

星空キャラバン「きれいな星空と春
の夫婦星」

4月23日(土)
19：00～

山花温泉リフレ
移動天文車「カシオペヤ号」による観測会を行います。
大きな望遠鏡で星座や春の夫婦星＜アークトゥルスとスピア＞を観察します。
※雨天・曇天時は中止となります。

釧路駅から車 40分
釧路市こども遊学館
☎ 0154-32-0122

・開催日や内容についてはすべて予定となりますので、ご参加いただく前にホームページ等で最新の情報をご確認ください。

・イベントに参加される場合は、新型コロナウイルス感染症対策(マスクの着用、こまめな手指消毒、身体的距離の確保等)にご協力ください。
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行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

大人のための星空さんぽ

4月23日(土)・5月28日
(土)・6月25日(土)・7月23
日(土)・8月27日(土)・9月
24日(土)・10月22日(土)・
11月23日(水・祝)・12月24
日(土)
16：00～16：45

釧路市こども遊学館
プラネタリウム

翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュースを45分間の生解説でご紹介します。
※通常の番組はお休みします。

釧路駅から徒歩 8分
釧路市こども遊学館
☎ 0154-32-0122

飼育の日 4月24日(日) 釧路市動物園
「飼育(4・19)の日」にちなんだ行事を開催。
※遊園地営業開始(全て有料)

釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

春の動物園まつり
4月29日(金・祝)〜5月5日
(木・祝)

釧路市動物園

4月29日(金)ヒツジのキーホルダーを作ろう！
4月30日(土)かえるをつくろう！ワークショップ
5月1日(日)ハクチョウの羽でドリームキャッチャーをつくろう！ワークショップ
5月2日(月)おはなし会・5月2日(月)～5日(木)限定”キッチンカー”
5月3日(火)・4日(水)動物のあしクイズラリー
5月3日(火)～5月5日(木)限定★こども縁日★
5月5日(木)ペンギンのしおりをつくろう！ワークショップ🐧

釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

ルーヴル美術館の銅版画展
4月29日(金・祝)〜7月3日
(日)

釧路市立美術館

ルーヴル美術館カルコグラフィー室所蔵の原版から、日本での特別公開のため、当時の版を
用いて刷られた銅版画約130点をご紹介いたします。
ギャラリートークは4月29日(金・祝)、5月14日(土)5月28日(土)、6月25日(土)11：00から
開催予定。

釧路駅から徒歩 20分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

阿寒湖水開き2022 4月29日(金・祝) 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。
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

くしろ湿原ノロッコ号運行

4月29日(金・祝)～5月8日
(日)
5月28日(土)～6月19日(日)
6月23日(木)～6月30日
(木)

釧網本線釧路駅～塘路駅間
※6月11日(土)、10月8日(土)は
川湯温泉まで延長運転

釧路湿原の中を走るトロッコ列車で「ここにしかない大自然を」楽しめます。見所では減速運
行し、展望車からパノラマのように広がる、車では行くことのできない釧路湿原の風景をお楽
しみいただけます。また、野生動物が見られることもあります。
夕陽ノロッコ号は9月20日から3日間運行予定です。
※えきねっとチケットレス座席指定券で指定券の予約可

釧路駅発
ＪＲ北海道☎案内センター
☎ 011-222-7111
(6:30～22:00)

アートシネマ館2022
「僕たちの家に帰ろう」(103分)

4月30日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00-11:43(開場9:30)
②14:00-15:43(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

GWペキタ工作広場
4月30日(土)、5月1日(日)
10：00〜15：00

釧路市生涯学習センター(まなぼっ
と幣舞)8F802号

コロナ対策のため事前申込制となります。滞在時間は1組1時間とし、1時間で最大7組まで受
付いたします。(電話予約不可)
・小皿に絵を描こう！材料費：500円
・シャカシャカキーホルダーを作ろう！材料費：300円
・オリジナル缶バッジ作り材料費：100円
・プラ板であそぼう！無料(一人一枚まで)

釧路駅から徒歩 20分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

阿寒ユーカラ「火のカムイの詩」
4月29日(金祝)～11月30日
(水)

阿寒湖アイヌシアター「イコㇿ」

阿寒湖に住んでいたフチ(尊敬される女性)四宅ヤエさんが語るカムイユーカラ(アイヌ民族の
叙事詩/物語)を主題詩として用いた、火の神「アペフチカムイ」のお話。ヤエフチの孫の語りと
アイヌの伝統楽器トンコリの音色が印象的で、アイヌ文化を身近に感じられる演目となってい
ます。

釧路駅からバス  120分
釧路空港からバス 60分

阿寒アイヌ工芸協同組合
☎ 0154-67-2727

体験講座
竪穴住居で屋根ふき体験

5月1日(日)
10：00～12：00

集合場所：北斗遺跡展示館前

「擦文の村」の竪穴住居で屋根ふき体験。先史時代のビフォーアフターを楽しみましょう！
※軽作業ができる服装でおこしください。
※体調の優れない方はご参加をお控えください。
※雨天中止

釧路駅からバス 40分
駐車場：有(20台)

釧路市埋蔵文化財調査センター
☎ 0154-43-0739

標茶でみつける身近なトンボ展
5月1日(日)～15日(日)
10：00～17：00

塘路湖エコミュージアムセンター
レクチャールーム

標茶町で見られるトンボを紹介する写真展です。(標茶町博物館との共催行事)
釧路駅から電車 30分
釧路駅から車 40分

塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

博物館で遊ぼう
5月3日(火)～5日(木・祝)
10：00～15：00

釧路市立博物館常設展示室
(要入館料)

釧路の自然や歴史を学ぶ手作り体験
学芸員が工夫を凝らして、楽しく遊べる企画を練っています。
5月3日★リアル虫カード☆ペーパーフェザーを作ろう
5月4日★湿原クラフト☆ぷしゅっとストーン
5月5日★ヤチボウズ大作戦！☆土器＊土器スケッチ大会
5月5日、市内小・中学生は博物館常設展示室が無料です！

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

山の恵みの即売会 5月5日(木・祝) 白糠酪恵舎(白糠町中茶路)
白糠酪恵舎のハイジパンやガレット、ソフトクリームのほか、茶路めん羊牧場のラム肉など地元
産物の即売会。

白糠駅から車 25分
チーズ工房 白糠酪恵舎
☎ 0154-2-5818

春の展望台散策会
5月7日(土)
10：00～12：00

集合場所：サルボ・サルルン展望台
駐車場

サルボ・サルルン展望台周辺を散策しながら、飛来し始めた夏鳥や春の植物を観察します。
※事前申込が必要

釧路駅から電車 30分
釧路駅から車 40分

塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

「カモにも事情がありまして…～餌
から恋の三角関係まで～」

5月11日(水)～5月31日(火)
たんちょう釧路空港
2階出発ロビー

カモは身近な存在ですが、実はとても面白い生態をもっています。
釧路周辺に棲むカモについて、餌・つがい・求愛など、カモにまつわる「事情」を紹介します。
今年の春はカモウォッチングはじめてみませんか？

釧路駅からバス 50分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

第73回あっけし桜・牡蠣まつり 5月14日(土)～5月22日(日) 厚岸町子野日公園
子野日公園内で満開に咲いた桜の下で名産品のカキやアサリなどの海産物を炭火焼きで味
わえます。まつり期間中の日曜日には様々なイベントも行われ賑わいをみせます。
入場料・駐車場無料(1,300台駐車、大型バス可)

厚岸駅から車 15分
厚岸観光協会
☎ 0153-52-3131

阿寒湖の森ナイトウォーク
「KAMUYLUMINA～カムイルミ
ナ～」

5月14日(土)～11月19日
(土)

阿寒湖温泉
夜の森を舞台に、アイヌの神話をベースとした「自然との共生の大切さ」をメッセージとして体
感するデジタルパフォーマンス。湖畔の森から1.2㎞の道をたどり、アイヌの神の世界を目指す
夢のような体験が、夕暮れとともにはじまります。

釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

阿寒アドベンチャーツーリズム株式会
社
☎ 0154-65-7121

第41回釧路町桜まつり 5月16日(月)～5月22日(日) 釧路町別保メモリアルパーク

日本最遅の桜まつり。毎年5月下旬には300本もの桜が咲き、お花見のスポットとしても人気
の場所となっています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公園内でのイベントや模
擬店の出店は中止。
※園内では酒のともなう宴会・バーベキューなどは出来ませんのでご遠慮ください。
※飲食はロ・バザールをご利用ください。

別保駅から徒歩 10分
釧路町商工会内
釧路町桜まつり実行委員会
☎ 0154-36-2133

日本の洋画130年
スイーツ＆トーク
岸田劉生〈寒山風麗子像〉×フルー
ツのスイーツ

5月21日(土)
10：00～12：00

北海道立釧路芸術館

事前募集制申込締切5月12日(木)定員12名
岸田劉生〈寒山風麗子像〉についてのギャラリー・トークを展示室でお聞きいただいた後、2階
のカフェに会場を移して、ミカンのスイーツ「まるごと温州みかんフルーツコンポート」と飲み物
のセットを味わっていただく「スイーツ＆トーク」イベントです。

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

第48回釧路チューリップ&花フェア
5月21日(土)～5月22日(日)
10：00～16：00

鶴ケ岱公園
(雨天：武道館)

色鮮やかなチューリップが一面に咲き誇る鶴ケ岱公園で春の一日を満喫しませんか？
本祭5月22日(日)、前日祭21日(土)
※雨天、正午0時～午後3時(両日)
※臨時シャトルバスは運行しません

釧路駅からバス 15分
釧路市民活動センターわっと
☎ 0154-22-2232

早朝バードウォチング
5月22日(日)
8：00～10：00

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れるでしょう
か。
※事前申込が必要

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

はまなか桜まつり(未定) 5月下旬
浜中桜公園
(MO-TTOかぜて公園内)

道東ならではの遅咲きの桜イベント。夜はつり橋のﾗｲﾄｱｯﾌﾟによる夜桜鑑賞会🌸
・各種ｹﾞｰﾑ大会
・地元産物の即売会

浜中駅から徒歩 10分
浜中町観光協会
☎ 0153-62-2111

アートシネマ館2022
「手紙」(121分)

5月28日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00～(開場9:30)
②14:00～(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

釧路湿原クリーンウィーク 5月28日(土)～6月11日(土) 釧路市湿原展望台周辺

国立公園の美化活動への皆様の想いをタスキにのせて、少人数のグループでゴミ拾いを行い
ます。タスキはグループからグループへ繋いでいきます。申込時に希望日・希望時間をお知ら
せください。
※個人参加は5月28日(土)10：00～11：30
※雨天の場合は5月29日(日)

釧路駅からバス 40分
釧路湿原国立公園連絡協議会事務局
☎ 0154-31-4594

第13回天文宇宙検定 5月29日(日) 釧路市こども遊学館
天文宇宙検定とは、宇宙に関する知識の楽しさや考えることを通じて、何らかの行動を起こす
きっかけをつくることを目指した検定です。

釧路駅から徒歩 8分
釧路市こども遊学館
☎ 0154-32-0122

写真焼納祭 6月1日(水) 厳島神社
写真は人物が写っているため魂が宿っているといわれております。被写体の魂を鎮めた上で
お焚き上げをします。

釧路駅からバス 10分
厳島神社社務所
☎ 0154-41-4485

大人の家庭科&お気軽アート教室
6月1日(水)、8日(水)、15日
(水)

北海道立釧路芸術館
アートホール

さまざまなジャンルのものづくりを体験できる大人のためのワークショップです。
1日「ちぎり絵で名画をつくろう」①10：00　②13：00
8日「ビーズのミニ額」①10：00　②13：00
15日「ツマミ細工のシマエナガ」①10：00　②13：00
※事前の申込が必要です。有料(材料費・展覧会観覧料を含む)

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

アイヌ文化ガイド
「Anytime,Ainutime!」

6月1日(水)～3月31日(金)
(刺繍体験・木彫体験は通年)

阿寒湖
阿寒湖アイヌコタンの地元ガイドがアイヌ文化を伝えるツアー。自然散策や刺繍体験、木彫体
験を通して、アイヌ文化に触れることができます。

釧路駅からバス  120分
釧路空港からバス 60分

阿寒アイヌ工芸協同組合
☎ 0154-67-2727

トーラサンペル・ミナ
～まりもの微笑み小径～

6月1日(水)～11月中旬 阿寒湖
夜の阿寒湖畔を、アイヌ文様を施したランタンが照らすトーラサンペル・ミナ。やさしい光の中
夜のお散歩はいかがでしょうか。

釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

新緑の湿原野鳥観察会
6月4日(土)
8：00～10：00

シラルトロ湖・茅沼蝶の森
(シラルトロ自然情報館駐車場集
合)

夏鳥が勢揃いしたフィールドで、繁殖期の野鳥の姿とさえずりの特徴を教わりながら散策しま
しょう。
※事前申込が必要

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

第10回グランフォンド摩周 6月5日(日) 弟子屈町内

「グランフォンド」は、「長距離を自転車で走る」という意味のイタリア語。速さを競うのではな
く、風景や食などその土地ならではの要素を楽しみながら、完走を目指すロングライドです。地
元のおかあさんのあたたかいもてなしとおいしいエイド食も人気のひとつ。終了後の温泉がお
すすめです☺
※事前の申込が必要です(5月20日〆)

グランフォンド摩周実行委員会
☎ 080-6064-5496

初夏の花を見に行こう
6月5日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
初夏を代表する湿原の花々を観察しましょう。
※事前申込が必要

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

ファンクラブ自然観察会
「ほりほり化石発掘」

6月5日(日)
10：00～12:00

株式会社阿寒シェル鉱業・採石場
付近

500万年前に生息した「タカハシホタテ」の化石を発掘しよう!大きな化石をゲットできるか
な！？
※事前の申込が必要です。小学3年生以上の家族保護者同伴必須

釧路市こども遊学館 
学習担当 古野・貞國
☎ 0154-32-0122

白湯山自然観察ハイキング 6月5日(日)
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、春の阿寒湖の自然を感じながら歩き
ます。展望台から見た阿寒湖と外輪山や雄阿寒岳などの美しい景観を楽しみます。
※2週間前から、受付開始いたします。定員：10名料金：1000円

釧路駅からバス 2時間
釧路駅から車 1.5時間

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

釧路の昆虫 6月8日(水)～7月31日(日)
イオンモール釧路昭和2階
エムアイプラザ丸井三越横

釧路の自然を特徴づける種や一般の図鑑ではあまり紹介されない北方系の希少種について
取り上げました。

釧路駅からバス 30分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

トキメキとき祭り 6月中旬(予定) 釧路和商市場
・釧路産トキシラズの販売、PR
・トキシラズが当るイベント他

釧路駅から徒歩 3分
釧路和商協同組合
☎ 0154-22-3226

つつじｹ原朝の散策
6月10日(金)～7月10日(日)
6：00～

川湯温泉つつじｹ原
(集合場所：川湯温泉園地)

※事前の申込が必要です。
ボランティアガイドによるつつじｹ原の早朝散策ツアー
6：00出発(5分前集合)、全行程約1時間

川湯温泉駅からバス 10
分
川湯温泉駅から車 5分

阿寒摩周国立公園川湯地域運営協会
☎ 015-483-2060

日本の洋画130年
カフェ＆トーク
釧路産ルバーブジャムを味わう

6月11日(土)
北海道立釧路芸術館展示室
2FミュージアムカフェSOA

春一番に芽吹き、旬の初夏まで元気良く成長するルバーブ。茎がみずみずしく酸味もしっかり
した初夏のルバーブの甘酸っぱいジャムを学芸員の解説付きで展覧会を鑑賞したあと講師の
お話を伺いながら味わいます。
定員12名、申込締切6月2日(木)参加料：1,303円(展覧料、飲食実費、ワークショップ保険料
込)

釧路駅から徒歩 15 分
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
6月11日(土)、8月13日(土)、
9月10日(土)
13：30～15：00

集合場所：釧路市立博物館
参加費(保険料)50円
☂雨天中止。天候によっては足元が悪い場所もありますので、散策に適した服装、履き物でご
参加ください。

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

あさり掘り体験
6月12日(日)
6月26日(日)

チカラコタン地区あさり造成島
(厚岸町奔渡7)

あさり掘りの体験観光 厚岸駅から車 15分
厚岸観光協会
☎ 0153-52-3131

アートシネマ館2022
「ゴールデンリバー」(120分)

6月18日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00～(開場9:30)
②14:00～(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

レッツ！おりがみ
父の日プレゼント

6月18日(土) 釧路市こども遊学館 折り紙でハートをつくって、大切な人へ大好きの気持ちを伝えましょう！ 釧路駅から徒歩 8分
釧路市こども遊学館
☎ 0154-32-0122

山花サイクリングロード探鳥会
6月19日(日)
8：00～11：00

(集合場所)
釧路市動物園山花リフレ側駐車場

サイクリングロードを散策しながら、子育てにいそしむ鳥たちを観察します。
※雨天中止参加費(保険料)50円

釧路駅からバス 50分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

雄阿寒岳山開き・雄阿寒岳安全祈
願祭

6月19日(日) 雄阿寒岳登山道入口
阿寒湖の東側に位置する円錐形の単独峰。山開き当日に安全祈願の神事を実施(自由参
加)。

釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

2022北のビーナス蕗まつり
6月19日(日)
10:00～14:00 音別町文化会館駐車場

ご来場の方へ20周年記念品プレゼント(数量限定)、生蕗販売(ゆうパックにて地方発送でき
ます)、郷土芸能発表交流会(音別町・白糠町)、フキフキチャンピオン、お楽しみ抽選会
※荒天の場合は、イベントを中止いたします

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

キリンの日特別イベント 6月19日(日) 釧路市動物園 キリンに関するワークショップほか 釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

☆JICA釧路デスク
JICAfe(ジャイカフェ)2.0inくしろ

6月19日(日)
10：00～15：00

釧路市観光国際交流センター3F

※事前のお申し込みが必要です。
1.JICA海外協力隊活動パネル展＆募集説明会
～世界も道東も！みんなを笑顔にする道産子たち～
道東在住の海外協力隊経験者による体験談や写真展、海外協力隊の概要説明
2.多文化共生交流プログラム
地域に暮らす外国人による自国紹介、やさしい日本語プチレッスン、民族衣装展示等
3.札幌出入国在留管理局釧路港出張所と釧路市による市内在住の外国人を対象とした無料
相談会

釧路駅から徒歩 15分

JICA釧路デスク
メール 
jica_kushiro_desk@jica.go.jp
☎ 080-2571-7523

あっけしあやめまつり 6月25日(土)～7月3日(日) 原生花園あやめヶ原
原生花園あやめヶ原は海岸線を一望できるビュースポットで、ここに約30万株のヒオウギアヤ
メが開花します。まつり期間中に見頃を迎え、海辺の草原が紫色に染まります。

厚岸駅から車 25分
厚岸町観光商工課 観光係
☎ 0153-52-3131

釧路市市制施行100年記念！
幣舞橋と春採湖畔をめぐる港町
ウォーク

6月26日(日) 根室本線釧路駅

＜参加無料・予約不要＞<当日参加OK>
家族や仲間とのふれあい、自然とのふれあい、健康増進を目的としたJRの駅を中心とする
ウォーキングイベント。
スタート釧路駅9：00～11：15
ゴール釧路駅11：00～15：30まで

ＪＲヘルシーウォーキング事務局
☎ 011-219-8641
(平日9：00～17：00)

おはなしタイム
6月29日(水)・7月20日
(水)・8月31日(水)
11：00～

釧路市こども遊学館 赤ちゃんと楽しむお話の世界
定員8名

釧路駅から徒歩 8分
釧路市こども遊学館
☎ 0154-32-0122

夏越の大祓 6月30日(木) 厳島神社
神職とともに境内に設けた茅の輪をくぐり半年間の罪・穢れを祓います。日本古来の伝統神事
です。

釧路駅からバス 10分
厳島神社社務所
☎ 0154-41-4485

第66回厚岸港まつり 7月1日(金) 厚岸町内
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和4年度の『厚岸音頭市中パレード』は中
止、『町民花火大会』は延期となります。

厚岸駅から徒歩 10分
事務局厚岸町水産農政課
☎ 0153-52-3131

第20回厚岸町民花火大会 7月1日(金)(延期) 厚岸漁港 水中花火、仕掛け花火など厚岸湾を彩る花火大会。 厚岸駅から徒歩 10分
事務局厚岸町総合政策課
☎ 0153-52-3131

阿寒湖原産「ヒメマス祭」
～カパチェプノミ～

7月2日(土) 阿寒湖岸駐車場内特設会場
阿寒湖で丸木舟によるアイヌ伝統漁、ヒメマス漁の再現・カパチェプノミ(ヒメマスへの祈り)、
カムイノミ(神への祈り)、イチャルパ(先祖供養)儀式・アイヌ古式舞踊公演・ヒメマス料理の試
食、販売・阿寒湖名産魚の試食、販売・アイヌ料理の販売

釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

阿寒アイヌ協会
☎ 0154-65-8973

100ｋｍ歩こうよ大会愛好会ウォー
キングイベントin川湯・美留和2022

7月2日(土) 弟子屈町

「100km歩こうよ大会in摩周・屈斜路2022」の代替イベントとして、開催を決定しました。
7:00から18:00までの日中11時間を使って弟子屈町内：約36km程度の距離を、3つの
チェックポイント(CP)を経由して歩いていきます。チェックポイントでは弟子屈町ならではの飲
食物提供を予定しております。

事務局
☎ 0299-77-9500



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

縄文土器作り講座
7月2日(土)
10：00～14：00

塘路湖エコミュージアムセンター
塘路周辺には縄文時代の遺跡があり、実際に出土した土器を参考に作る講座です。
材料費：350円
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

夏の樹木と花を見に行こう
7月3日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
緑あふれる夏。草木はどうやって花や実をつけ、次世代へとつないでいくのでしょうか。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

シンポジウム「キタさんトーク～発
見！氷河期の小さなサバイバー」

7月3日(日)
釧路市立博物館講堂
13：30～

釧路湿原いきもの展「シベリアン・サラマンダー～氷河期の小さなサバイバー～」関連行事とし
て、アジアのサンショウウオの多様性と各地の先進的な保護の取組についてお話しいただきま
す。
基調講演：西川完途博士(京都大学大学院准教授)
定員：50名(要申込・先着)
※申込：6月15日(水)9時30分から電話(0154-41-5809)またはメールフォームより

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

厳島神社例大祭-くしろ祭- 7月8日(金)～10日(日)
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、壱之宮祭(後日祭)(夜店、舞踊、抽選会、釧路市内神輿行列、
フォトコンテスト等イベントの開催)

釧路駅からバス 10分
厳島神社社務所
☎ 0154-41-4485

ヨーロッパ版画の花束
北海道立近代美術館友田コレクショ
ンを中心に

7月9日(土)～9月4日(日) 北海道立釧路芸術館
友田コレクションを中心に版画300点余りを展覧(出品作品は前・後期に分けて展示します)
ルオーやシャガール、ピカソら巨匠たちによる彩りゆたかな作品世界をお楽しみください。
＊出品作品は前・後期に分けて展示します。

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

ヨーロッパ版画の花束展
ギャラリー・ツアー

7月9日(土)15日(金)・7月
24日(日)・8月12日(金)・21
日(日)・26日(金)

北海道立釧路芸術館
「花束展」会場(展示室、要観覧券)

学芸員によるわかりやすい解説をききながら、展覧会を鑑賞しませんか。
※土、日：14：00金：15：00より開始
※開始時刻までに展示室前にお集まりください。(事前の申し込みは不要です)

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

いきものの王国
岩合徳光・動物記

7月9日(土)～9月4日(日) 北海道立釧路芸術館
釧路出身の岩合徳光(1915-2007)の代表的なシリーズ「カメラ動物記」、「日本の野生」、「野
生の鼓動」より約50点を一堂に展示。いきものに寄せた岩合の眼差しをご紹介します。
※観覧料無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

プラスomまつり 7月9日(土) 釧路市音別町内
・ステージイベント
・露店

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

音別神社例大祭 7月9日(土)、10日(日) 釧路市音別町内
・例大祭
・神輿他

音別駅から徒歩 15分
音別神社
☎ 01547-6-2170

第46回サマースクール
7月9日(土)、10日(日)
9：00～15：00

釧路市動物園
対象：小学校5年生～中学校3年生
定員：各日6人
申込：6月1日(水)から電話申込

釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

湿原の王国・道東 7月9日(土)～10月16日(日)
釧路市立博物館
マンモスホール

釧路湿原と霧多布湿原を中心に、湿原と生き物、暮らしとの関わりを紹介します。
※入場無料

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

夏の湖畔散策会
7月16日(土)
10：00～14：00

塘路湖エコミュージアムセンター
色とりどりの夏の花や昆虫などを観察し、色彩豊かな夏の塘路湖畔を楽しみます。
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

JICA(ジャイカ)展示
「今でしょ、国際協力展」

7月11日(月)～8月23日(火)
イオンモール釧路昭和2階
銀座山形屋隣

『国際協力』『SDGs』って最近よく耳にするけど、実はあまりよくわからない。そんな方にぜひ
知っていただきたい国際協力の形や、JICAが取り組む「持続可能な開発目標」（SDGs）につ
いての展示イベントです。今更聞けないと感じている方、ぜひ見て、触れて、国際協力の“今”
の世界を感じてください。みなさまのご来場をお待ちしております。
【展示プログラム】
・JICA事業×SDGs　・展示「学校に行けないのはなぜ？」　・世界の民族衣装
夏を感じる各国の衣装や、今回は世界の消防団の制服を展示しています。
・世界のこどもたちのアート展
前回好評だった世界のこどもたちのアート展が再び釧路にやってきました！
・世界のスポーツ展
スポーツを通じた国際協力の様子がわかる展示です。
〇新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用・手指消毒等にご協力ください。

釧路駅からバス 30分
独立行政法人国際協力機構(JICA)北
海道センター(帯広)
☎ 0155-35-1210

MINIATURELIFE展
ー田中達也見立ての世界ー

7月16日(土)〜9月11日(日) 釧路市立美術館

ミニチュア写真家・田中達也は、ジオラマ用の人形と日用品をモチーフに見立て、ユニークで
小さな不思議な世界を作りだします。本展では、代表作品の中から、写真作品、立体作品合わ
せて150点を展示します。
※小学生以下無料(要保護者同伴)

釧路駅から徒歩 20 分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

第20回鍛高譚杯親善どさんこパー
クゴルフ大会

7月中旬 しらぬかパークゴルフインチャロ パークゴルフ大会 白糠駅から車 5分
白糠町教育委員会社会教育課
☎ 01547-2-2287

摩周の里夏まつり ７月15日（金）、16日（土）
弟子屈町役場駐車場 特設会場
（弟子屈町中央1丁目）

1日目はカラオケショーや地元小中高の吹奏楽部の演奏など、ステージイベントが行われるほ
か、会場全体をまきこんでの「弟子屈音頭」などが披露されます。2日目は、この祭りの風物詩
でもある「摩周玉入れ選手権大会」が開催されます。

摩周駅から徒歩 10分
(一社)摩周湖観光協会
☎ 015-482-2200

いきものの王国岩合徳光・動物記
ファミリー・ツアー

7月23日(土)・8月20日(土)
各日11：00～

北海道立釧路芸術館
「いきものの王国」展会場(展示室)

釧路市出身の写真家・岩合徳光さんが撮影した生き物が大集合！学芸員が展覧会の見どこ
ろを紹介します。”いきものの王国”へ遊びにいらしてください。
※観覧料無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

つるい納涼まつり  中止 鶴居村総合センター
新型コロナウイルス感染リスク拡大の可能性などを受け、参加者の皆さまへ様々な影響を及
ぼすことを考慮し、令和4年度つるい納涼まつりを中止することとなりました。

釧路駅からバス  50分
釧路駅から車   45分

鶴居村ふるさとまつり実行委員会
☎ 0154-64-2114

ホタルの週末
7月22日(金)～24日(日)
18：30～21：00

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生息環境を知り、光る姿を観察しましょう。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

第38回くしろ霧フェスティバル 7月22日(金)～24日(日) 幸町緑地野外ステージ レーザーショー・ステージイベント・海炉市場ほか 釧路駅から徒歩 15分
(一社)釧路青年会議所
☎ 0154-42-1121

MOO誕生祭(霧フェス協賛イベン
ト)

7月22日(金)～24日(日)(予
定)

釧路フィッシャーマンズワーフ
MOO

・子ども縁日・遊具・体験コーナー他 釧路駅から徒歩 15分
(株)釧路河畔開発公社
☎ 0154-23-0600

幼児・児童動物画コンクール作品募
集

7月25日(月)～8月19日(金) 表彰式：9月25日(日)
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

夏休みキッズ・アトリエ 7月27日(水)～8月21日(日)
北海道立釧路芸術館
フリーアートルーム

「花束」展、「いきものの王国」展とあわせて、自由に工作を楽しもう 釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

まちなか企画展
「さつもん時代のあれやこれ」

7月27日(水)～9月4日(日) 北斗遺跡展示館等
大昔の人々は、かつて何をどのように生きていたのか。市内各所で展示！
釧路の擦文時代にせまります。

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

鯨肉普及キャンペーン 7月30日（土）10時～ 釧路和商市場中央パティオ
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
「くじらのそぼろ」無料提供

釧路駅から徒歩 3分
釧路市水産課
☎ 0154-22-0191

阿寒ふるさとまつり 7月31日(日)
釧路市阿寒町行政センター駐車場
及び市民広場

ステージショー・鹿肉ローストの振る舞い・お楽しみ抽選会・各種出店他
釧路駅からバス 60分
釧路空港からバス 20分

釧路市阿寒町行政センター地域振興課
☎ 0154-66-2122

釧路市動物園
夜間開園

7月30日(土)、8月6日(土)、
13日(日)

釧路市動物園 入園午後8時まで開園・キャンドルアート・担当者による動物ガイド他 釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

アートシネマ館2022
「燃ゆる女の肖像」(122分)

7月30日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00～(開場9:30)
②14:00～(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

第50回釧路湿原マラソン 7月31日(土) 釧路市民陸上競技場
水鳥をはじめ野生生物が生息する国内最大の湿原が舞台のマラソン大会！コースマップ、エ
ントリー情報などは公式サイトでご覧いただけます。

釧路湿原マラソン実行委員会
☎：0154-31-1230

夏休み企画
阿寒湖のマリモ
特別天然記念物70周年記念企画
「阿寒湖のマリモスライドショー」

8月1日(日)～15日(月)
阿寒湖畔エコミュージアムセンター
レクチャー室

レクチャー室を使って、一般を対象に1日2回、阿寒湖のマリモを紹介するスライドショーを実
施する。
定員：1回10名無料

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100

朗読会 8月7日(日)・9月4日(日)
北海道立釧路芸術館
「花束展」会場(展示室、要観覧券)

ヨーロッパ版画の花束展の出品版画にちなむ文学作品を披露いただきます。
朗読：釧路リーディングサークルVEGA
8月7日：ふるさとの詩-日本の玩具
9月4日：ぽるとがる文
定員：15名(予定)
＊当日、午後1時から受付で整理券を配布

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

クリーンデーキャンペーン
雌阿寒岳清掃登山

8月7日(日)
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週間前から、受付開始いたします。定員：10名料金：3500円

釧路駅からバス 2時間
釧路駅から車 1.5時間

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100

クリーンデーキャンペーン
オンネトー周辺清掃

8月7日(日)
オンネトー周辺の遊歩道の清掃活動を行います。お弁当サービス有。(地元住民対象)
※2週間前から、受付開始いたします。定員：10名無料

釧路駅からバス 2時間
釧路駅から車 1.5時間

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100

クリーンデーキャンペーン
ボッケクリーンウォーク

8月7日(日)
阿寒湖畔のボッケ遊歩道をゴミ拾いしながら、ご案内します。
※2週間前から、受付開始いたします。定員：30名無料

釧路駅からバス 2時間
釧路駅から車 1.5時間

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100

第75回くしろ港まつり 8月6日(土)・8月7日(日) 耐震・旅客船ターミナル

「くしろ港まつり」は、昭和23年の釧路港開港50年を記念して開催された「釧路港開港50年
港まつり」を第1回として現在まで続く釧路市の夏を彩る祭りです。
・北大通から耐震・旅客船ターミナルへ変更
・市民踊りパレードの中止
・大漁ばやしパレード、音楽パレードは会場を変更して実施
・8月6日（土）巡視船・試験調査船北辰丸一般公開は中止

釧路市港湾空港課
☎ 0154-53-3371

北大通歩行者天国 8月6日(土)・8月7日(日)
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

釧路駅から徒歩 10分(北
大通会場)

歩行者天国実行委員会
☎ 090-6260-2995

港まつり市民広場 8月6日(土)・8月7日(日) 耐震岸壁緑地帯及びステージ 御輿パレード・YOSAKOIソーランステージ他・郷土芸能フェス 釧路駅から徒歩 15分
港まつり市民広場実行委員会本部
☎ 090-9378-3461

七夕まつり 8月6日(土)～8月8日(月) 釧路市動物園 七夕祭り 釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

夏休み
釧路湿原キノコ観察会

8月6日(土)
10：00～12：00

茅沼蝶の森
(シラルトロ自然情報館駐車場集
合)

森の中を散策しながら、夏に見られるキノコを観察します。親子や大人を対象にした観察会。
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

夏休み！外来植物を探そう
8月7日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
夏休み特別企画第1弾
温根内周辺に生育する外来植物を観察し、その環境と問題点について考えます。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

夏休み工作教室 8月7日(日) 釧路市動物園 夏休み工作教室 釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

釧路くじら祭り事前PRイベント
8月6日(土)・8月7日(日)10
時～予定

釧路フィッシャーマンズワーフ
MOOエプロン広場

鯨料理を格安で販売予定！ 釧路駅から徒歩 15分
釧路市水産課
☎ 0154-22-0191



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

第13回釧路くじら祭り～くしろの鯨　
味めぐり～

8月11日（木・祝）、12日（金）、
13日（土）

釧路市内飲食店(参加店舗)

参加店舗で、「くじら祭り特別メニュー」550円(税別)で食べられる！さらに期間中、鯨料理を
食べて応募すると抽選で食事券や鯨肉加工品セットが当たる！
定休日等のため、実施日が変更となるお店がありますので、ご注意ください↓
・まりも食堂(市役所食堂)　／　８月９日(火)・１０日(水)・１２日(金)
・地下食堂かすみ（市立病院食堂）　／　８月９日(火)・１０日(水)・１２日(金)
詳細はＨＰ等でご確認ください⇒https://www.suisan-kushiro.jp/kujira/

釧路市水産課
☎ 0154-22-0191

第59回春採湖水まつり 8月13日(土)12：30開始
春採公園ネイチャーセンター東横
広場

クイズラリー　12：30受付開始
飲食売店　12：30開店
ライブステージ　13：30開演
☆道東管隊、THE　VOICE、ＴＨＥ　PROJECT、魅天釧縲、釧路太平洋太鼓保存会他
湖上花火大会　19：00開始
※タイムスケジュールおよび出演者(☆)は都合により変更する場合があります。

釧路駅からバス 15分
春採湖の会
事務局 清水 不二男
☎ 090-2870-0120

ＦＭくしろ第18回春採夏まつり
8月13日(土)・14日(日)(予
定)

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 10分
釧路駅からバス 15分

(株)ＦＭくしろ
☎ 0154-47-0946

しべちゃ納涼夏まつり 町民花火大
会

2022年8月13日(土)13:00
～花火終了まで
(20:00～花火打ち上げ)

標茶町開発センター前特設会場 縁日や野外ビアガーデン、子供ゲーム大会など
標茶町観光協会
☎015-485-2264

鶴居村ふるさと仮装盆踊り花火大会 8月14日(日） 鶴居村村営球技場
令和4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から仮装盆踊りは中止し、花火の打ち
上げのみを実施いたします。来場者把握のため、来場される方は新型コロナウイルス接触確
認アプリ（COCOA）の登録にご協力お願いいたします。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 45分

実行委員会(鶴居村産業振興課内)
☎ 0154-64-2114

第62回釧新花火大会 8月17日(水)午後7時 新釧路川鳥取橋土手緑地公園

※8月16日(火)打ち上げ予定の釧新花火大会は、悪天候のため、8月17日(水)午後7時に順
延となりました。
約8,000発の道東屈指の花火大会。
鳥取橋と鶴見橋の間いっぱいに流れ落ちる幅1000メートルにもわたるナイヤガラがみどころ
です。フィナーレは最大14カ所から花火が同時に打ち上ります。

釧路駅からバス 15分
株式会社 釧路新聞社事業部
☎ 0154-22-1111

たの・うま・ベイフェスティバル～釧
路ヒアガーデン２０２２

8月19日（金）～9月3日（土）
17：00～20：00

ぬさまい広場
（釧路リバーサイドエリア）

釧路人は、やっぱり、カンパイから輝きを取り戻す！釧路の涼しさを逆手に取ったユニークな
イベントが3年ぶりに開催!!釧路市の飲食店を中心に飲食ブースが出店予定！釧路のいろん
な味が楽しめます!前売りチケットの販売は7/25から栄屋酒店、釧路センチュリーキャッスル
ホテル、釧路商工会議所で扱う。
※ラストオーダー19：45
※日曜日除く

釧路たの・うま・ベイフェスティバル実行
委員会（釧路商工会議所）☎ 0154-
41-4141

くしろがわオープンテラス
8月20日（土）・21（日）11：00
～17：00

ぬさまい広場（北大通1-1）
地域の若者と連携して、釧路川リバーサイドを舞台とする、釧路の“食” “観光” “家族”をテー
マとした、持続可能な事業を２日間にわたって実施

釧路青年会議所　42-1121

夏休み！ザリガニウォッチング
～ウチダザリガニ編～

8月21日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
夏休み特別企画第2弾
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。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

アートシネマ館2022
「ぼくの好きな先生」(85分)

8月27日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00～(開場9:30)
②14:00～(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

おんべつ商工まつり 8月中旬(予定) 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ント。 音別駅から徒歩 10分
音別町商工会
☎ 01547-6-2532

第4回釧路町キッズフェスタ 8月21日（日）10:00～15:00 イオン釧路店駐車場内特設会場
無料おたのしみイベントを多数開催
・釧路管内に点在する産業、職のPR
・職業体験の提供

釧路町キッズフェスタ実行委員会（釧路
町商工会内）
☎ 0154-36-2133

「サマーフェス'22夏まつり」 8月中旬 浜中町総合文化センター駐車場

・花火大会
・チビッコ広場
・仮装大会
・抽選会

茶内駅からバス 20分
実行委員会(浜中町商工会内)
☎ 0153-62-2144

第8回港inしらぬか花火大会
8月20日（土）19：00打ち上
げ開始（予定）（少雨決行） 白糠漁港特設会場

道東・白糠の夏の夜空を彩る花火大会。早打ち、スターマインなど約10,000発の花火を打ち
上げます。花火大会のほかに、白糠漁港内では、各種多彩な催しも行われます。
※荒天の場合は21日(日)に延長
※アルコールの販売はいたしません。また場内への持込もご遠慮願います。

白糠駅から車  3分
事務局(白糠町経済課)
☎ 01547-2-2171

第18回わっと生誕祭
8月27日（土）10：00～17：
00

釧路市民活動センターわっと 音楽ステージ、飲食テント市、講座、生け花展示等 釧路駅からバス 15分
釧路市民活動センターわっと
☎ 0154-22-2232

第12回あっけし産業感謝祭 未定 厚岸漁港市場荷捌所内 サンマ、秋サケ、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。 厚岸駅から徒歩 10分
厚岸町商工会
☎ 0153-52-3185

2022ゆめのき「釧路町収穫祭」 未定 釧路町公民館前庭
・釧路町特産品販売
・ゲーム大会他
・バザー

遠矢駅から徒歩  15分
NPOゆめのき
☎ 0154-40-1881



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

第30回カミングパラダイス 9月上旬
ハミングロード
(白糠南通商店街)

商店街(ハミングロード)の通りを2日間閉鎖して行うユニークな歩行者天国。町民による露店
やフリーマーケット、多彩なアトラクションが繰り広げられます。

白糠駅から徒歩 1分
カミングパラダイス実行委員会
(白糠町商工会内)
☎ 01547-2-2345

秋のキノコ観察会
9月3日(土)
10：00～12：00

茅沼蝶の森
(シラルトロ自然情報館駐車場集
合)

森の中を散策しながら、秋に見られるキノコを観察します。親子や大人を対象にした観察会。
定員10名
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

アイヌの自然観～植物編～
9月4日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
アイヌ民族が利用した植物を観察しながら、彼らの自然観と知恵を学びます。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

標茶町農業ふれあいまつり 9月上旬 JAしべちゃ前

・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他

JR標茶駅から車 5分
実行委員会事務局
(標茶町農業協同組合内) 
☎ 015-485-2103

病気平癒・健康祈願祭 9月9日(金) 厳島神社
9月9日の重陽の節句にあわせ病気平癒・健康祈願の祭祀を行い、この日のみ道指定有形文
化財「円空仏」を限定公開。

釧路駅からバス 10分
厳島神社社務所
☎ 0154-41-4485

パフォーミング・シアター2022
「ポケットサーカス」

9月10日(土)
①11：00～
②13：30～

北海道立釧路芸術館前庭
(雨天の場合アートホール)

＜お子さまに・ファミリーにおすすめの無料イベント＞
サーカスの楽しさを体験しよう。
出演：中村太一パントマイムスタジオ

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

第19回釧路大漁どんぱく 9月10日(土)～11日(日) 釧路市観光国際交流センター他 花火の「どん」と食の「ぱく」が目玉の秋の一大イベント 釧路駅から徒歩 15分
(一社)釧路観光コンベンション協会
☎ 0154-31-1993

『姉妹都市・友好都市等交流物産
展』

９月10日(土)午前11時～午
後６時　
９月11日(日)午前11時～午後
３時

釧路市観光国際交流センター

「釧路大漁どんぱく」の会場で、姉妹都市等５市の特産品を販売します。
各市の主な特産品等：秋田県湯沢市　稲庭うどん・いぶりがっこ・清酒など、鳥取県鳥取市　
梨・らっきょう・ご当地ちくわなど、岡山県岡山市　地ビール・果物・白桃ジュース・きびだんごな
ど、鹿児島県出水市　お茶・さつま揚げ・醤油など、徳島県松茂町　さつまいも・菓子・藍染商
品などを予定

釧路駅から徒歩 15分 観光振興室 ☎0154-31-4549

道新・光と音のファンタジー
釧路大漁どんぱく花火大会

9月10日(土)19：00～19：
50

釧路川河口付近
開花直径600メートルにも広がる三尺玉花火は、今年も必見です！
※三尺玉の打ち上げは19：40頃の予定。荒天時は11日（日）に延期

釧路駅から徒歩 15分

北海道新聞釧路支社事業担当
☎ 0154-31-2728
開催可否情報　専用電話
☎050-3665-9647（自動応答）

「第19回釧路大漁どんぱく」農業農
村フェアｉｎＫＵＳＨＩＲＯ

９月10日(土)午前10時～午
後3時　
９月11日(日)午前10時～午
後３時

釧路市観光国際交流センター 前
庭

釧路大漁どんぱく会場に２日間限定の農場が出現！根釧牛乳の試飲や釧路管内の農畜産物
の販売、模擬牛の搾乳体験やトラクター試乗(運転不可)など、釧路の農業を触れて食べて楽
しめるイベントです。

釧路駅から徒歩 15分
JA北海道釧路中央会根釧支所
☎ 0154-22-0910

鳥取神社例大祭 9月13日(火)～15日(木) 鳥取神社及び旧鳥取町全域 神社を中心に各氏子地域を神輿が渡御し、郷土芸能を奉納する。 釧路駅からバス 20分
鳥取神社
☎ 0154-51-2404

第61回きりたっぷ岬まつり 9月中旬
浜中町役場前霧多布市街地特設
会場

地元の秋の味覚を堪能できるイベント。地元産物即売会、特産品が当たる抽選会、湯沸岬灯
台の一般開放他

茶内駅からバス 20分
浜中町観光協会
☎ 0153-62-2111

祈りの造形(かたち)地域の記憶
厚岸・国泰寺の200年

9月17日(土)～11月23日
(水・祝)

北海道立釧路芸術館

厚岸町の国泰寺は1804年(文化元年)に江戸幕府が建立を決めた「蝦夷三官寺」のひとつで
す。大切に伝えられてきた初代住職の肖像、仏具のほか、当時の東蝦夷地に関わる貴重な文
化財を展覧し、国泰寺の200年の歩みをご覧いただきます。
＊会期半ばで出品作品の一部を展示替えします。

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

阿寒神社例大祭
9月17日(土)～9月18日
(日)(予定)

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 60分
阿寒神社
☎ 0154-66-3609

阿寒丹頂の里まつり 9月19日(月)(予定) 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・各種売店
釧路駅からバス 70分
釧路空港からバス 30分

(株)阿寒町観光振興公社
☎ 0154-66-2330

【特別展】
小川けんいちワールド

9月23日(金)〜11月13日
(日)
10:00～17:00

釧路市立美術館

旭川在住のイラストレーター・グラフィックデザイナー小川けんいちの「楽しさ、明るさ、優しさ、
ユーモア、希望」を届けることをテーマとした数々のイラストと、ポップな空間をお楽しみくださ
い。
一般600円(大学生以下無料)

釧路駅から徒歩 21 分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

アートシネマ館2022
「ロング，ロングバケーション」(112
分)

9月24日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00～(開場9:30)
②14:00～(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

オンネトー自然探勝会 9月25日(土)
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林浴を楽し
む自然探勝会、帰りは野中温泉で、お風呂にも入れます。
※2週間前から、受付開始いたします。定員：10名料金：1000円

釧路駅からバス 2時間
釧路駅から車 1.5時間

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100

北斗遺跡竪穴まつり 9月中旬(予定) 釧路市北斗遺跡展示館
弓矢・火おこし・屋根ふき・擦文食試食などの先史生活体験
※雨天時は史跡北斗遺跡展示館のみの開催となります。また、天候により一部体験事業を中
止する場合があります。

釧路駅からバス 40分
釧路市埋蔵文化財調査センター
☎ 0154-43-0739

秋の動物園まつり 9月18日(日)、19日(月祝) 釧路市動物園 ウォークラリー他 釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

鶴居村ふるさとまつり 9月23日(金祝) 茂雪裡川河畔
酪農にちなんだ楽しいゲームを多数開催！多くの飲食ブースが出店するほか、村自慢の牛乳
を使った試食コーナーや、鶴居産野菜の即売会などが行われる、村最大のまつりです。

釧路空港から車 40分
鶴居村ふるさとまつり実行委員会
☎ 0154-64-2114



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

動物園慰霊式 9月23日(金祝) 釧路市動物園 動物慰霊式 釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

博物館まつり 9月下旬(予定) 釧路市立博物館 クラフト作りや昔の道具を使う等の体験 釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

山花温泉リフレ秋の収穫祭 9月下旬(予定) 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・馬のえさやり体験他 釧路駅から車 40分
山花温泉リフレ
☎0154-56-2233

霧多布神社例大祭 9月下旬 浜中町霧多布市街地
宵宮：山車が市街中心部に集結、太鼓の競演。
本祭：山車が市街地を回り、獅子舞や手踊りを披露。

茶内駅からバス 20分
霧多布神社
☎ 0153-62-2426

第32回昆布森みなとまつり
第6回昆布森花火大会

10月上旬(日曜日) 昆布森漁港特設会場

郷土芸能の「釧路昆布森たこおどり」、秋味なべや地元特産品等の販売、秋鮭のつかみどりな
ど漁港ならではのイベントがいっぱいです。
・前浜でとれた海産物の即売会
・炉端コーナー
・来場者参加ゲーム他

釧路駅からバス 50分

昆布森漁業協同組合
☎ 0154-63-2311
釧路町観光協会(花火大会)
☎ 0154-62-2193

浜中秋ど真ん中祭2022(未定) 10月上旬 浜中町MO-TTOかぜて特設会場
・地場産品ブースの出店
・各種イベント
・子供向けイベントほか

浜中駅から徒歩 16分
浜中町農業協同組合
☎ 0153-65-2141

開園記念日 10月2日(日) 釧路市動物園
入園無料
日本最東端の動物園で、広さは道内最大。開園当時(1975年)は国内最大の面積を誇りまし
た。今年は開園47周年となります。

釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

北のビーナスBBQまつり 10月2日(日) 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・抽選会・早食い大会 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

第60回あっけし牡蠣まつり
10月1日(土)～10月10日
(月)(予定)

子野日公園
(厚岸町奔渡6丁目9番)

厚岸といえばカキ。味覚の秋に子野日公園で開催され、カキをはじめアサリ、サンマなど新鮮
な海産物をその場で豪快にバーベキューで味わえます。
入場料、駐車場無料(1,300台駐車、大型バス可)

厚岸駅から車 15分
厚岸町観光商工課 観光係
☎ 0153-52-3131

ﾍﾟﾝｹﾄｰ・ﾊﾟﾝｹﾄｰ自然探勝会 10月9日(日)
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、阿寒の幸を味わいつつ秋の
阿寒カルデラを体感できます。
※2週間前から、受付開始いたします。定員：6名料金：6500円

釧路駅からバス 2時間
釧路駅から車 1.5時間

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100

道の駅しらぬか恋問秋の収穫祭 10月上旬or中旬 道の駅しらぬか恋問

白糠の食材を堪能できるイベント
・白糠町グルメの実演販売
・地場産品の販売
・フリーマーケット他

白糠駅から車 15分
白糠町振興公社
☎ 01547-5-3317

第73回まりも祭り 10月8日(土)～10日(月) 阿寒湖岸園地阿寒湖アイヌコタン
まりも生育地見学会・まりも踊り、タイマツ行進・まりもを迎える、まりもを護る儀式・まりもを送
る儀式他

釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

ザリガニウォッチング2
～ニホンザリガニ編～

10月9日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
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、生息環境を観察します。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

大人の動物園スクール 10月9日(日) 釧路市動物園
定員：6名(応募多数の場合抽選)
9月1日より受付開始

釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

くしろ健康まつり2022 中止 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

秋の紅葉を見に行こう
10月16日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
鶴居軌道跡の樹木を中心に色づいた木々や実を見つけてみましょう。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

塘路フィールドウォッチング
～錦秋編～

10月22日(土)
10：00～12：00

塘路湖エコミュージアムセンター
色彩豊かな秋の塘路湖畔を散策て、色付く木々や水鳥などの秋の風物詩を観察します。
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

アイヌの踊り(仮) 10月22日(土)～4月9日(日)
釧路市立博物館
マンモスホール

詳細が決定次第、博物館ホームページにて公開
※入場無料

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

晩秋の湿原野鳥観察会
10月29日(土)
10：00～12：00

シラルトロ湖・茅沼蝶の森
(シラルトロ自然情報館駐車場集
合)

ヒシクイやオオハクチョウなどの渡り鳥が飛来する時期です。秋から冬にかけての野鳥の暮ら
しを観察します。
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

ミュージアム・コンサート
「霜月に寄せる～國澤秀一・箏の世
界」

11月3日(木祝)
北海道立釧路芸術館
アートホール

入場無料(整理券が必要)午後2時～
芸術週間(11月1日～7日)と「厚岸・国泰寺の200年」展にあわせて開催します。

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

大人の家庭科&お気軽アート教室
11月2日(水)、9日(水)、16日
(水)予定

北海道立釧路芸術館
アートホール

さまざまなジャンルのものづくりを体験できる大人のためのワークショップです。
※事前の申込が必要です。有料(材料費・展覧会観覧料を含む)

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

第31回白糠釧勝峠駅伝大会兼第
48回白糠町駅伝競走大会

11月第1日曜日 白糠町総合体育館他
道東で最後の駅伝大会。完走後に石狩鍋が振る舞われる
・白糠釧勝峠駅伝大会5区間40ｋｍ
・白糠町駅伝競走大会5区間9.5ｋｍ

白糠駅から車 5分
白糠町教育委員会社会教育課
☎ 01547-2-2287

釧路ししゃもフェア 11月上旬(予定) 釧路和商市場
釧路三単協ししゃもこぎ網漁業部会協賛
子ども早串刺し大会他
釧路産ししゃもPR

釧路駅から徒歩 3分
釧路和商協同組合
☎ 0154-22-3226

初冬のキノコ講座
11月5日(土)
10：00～12：00

塘路湖エコミュージアムセンター

夏と秋の観察会で見られたキノコについて講師が解説する座学講座です。(当回だけの参加
も可)
定員10名
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

毛綱毅曠ミニ展示2022
「北国の憂鬱」の世界

11月9日(土)～11月23日(水
祝)

北海道立釧路芸術館
フリーアートルーム

＜観覧無料＞
昨年に続き、2回目となる「毛綱毅曠ミニ展示」。今回は、建築家の姉の自宅「北国の憂鬱」の
設計図(青焼き)をご紹介します。

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

毛綱建築とアート展をめぐるバスツ
アー学校建築編

11月12日(土)
北海道立釧路芸術館、釧路市立幣
舞中学校、北海道立釧路湖陵高校
同窓会館、釧路市立美術館(予定)

道立芸術館&市立美術館めぐる×つくる2022  ※事前申込が必要です。
釧路生まれの建築家・毛綱毅曠の建築を、専門家の開設を聞きながら鑑賞します。折り紙建
築キットや芸術館と市立美術館のギャラリー・ツアーつき！

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

初冬の植物を見に行こう
11月13日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
植物たちはどのような戦略で冬を乗り切るのでしょうか。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

アートシネマ館2022
「ハニーボーイ」(95分)

11月19日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00～(開場9:30)
②14:00～(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

ミニ企画
川瀬敏夫展-人たち-

11月19日(土)～12月18日
(日)

釧路市立美術館展示室小
釧路で絵画を制作し続けた川瀬敏夫(1932-2020)の代表シリーズ《人たち》を時代を追って
ご紹介します。

釧路駅から徒歩 21 分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

第96回道展
第66回釧路移動展

11月22日(火)～27日(日) 釧路市立美術館展示室大 一般500円(高校生以下無料) 釧路駅から徒歩 21 分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

クリスマスリースを作ろう
11月26日(土)
13：00～15：00

塘路湖エコミュージアムセンター
松ぼっくりや木の実など自然の素材を使って🎄オリジナルリースを作成しましょう。
材料費500円
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

クリスマスリースを作ろう
11月27日(日)
13：00～15：00

温根内ビジターセンター
もうすぐクリスマス。自然の素材を使ってオリジナルリースを作成しましょう。
材料費500円
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

阿寒湖イルミネーション「天園の森」
12月上旬～1月31日(火)(予
定)

阿寒湖岸駐車場横特設会場(釧路
信金阿寒湖畔支店向かい)

約30,000球のLEDライトやスターレーザー、ムービングライトで構成された「色と光と音にあ
ふれるウインターガーデン」
点灯時間16：00～22：00(日没時間によってスタート時刻が変更となる場合がございます)
入場無料

釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

動物園「オリジナルカレンダー」プレ
ゼント

12月1日(木) 釧路市動物園 動物園オリジナルカレンダープレゼント(先着100組) 釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

シマエナガフィギュアを作ろう
12月3日(土)
13：00～15：00

塘路湖エコミュージアムセンター
紙粘土を使って「雪の妖精」と呼ばれるかわいいシマエナガのフィギュアを作ります。
材料費100円
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

大感謝市 12月上旬(予定) 釧路和商市場 富くじ抽選会他 釧路駅から徒歩 3分
釧路和商協同組合
☎ 0154-22-3226

白糠水産物産展 12月上旬or12月中旬 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を日頃の感謝
を込めて市価より安く提供する。

白糠駅から車 5分
白糠町水産物仲買人組合「黒潮会」
代表 山内敏明
☎ 01547-2-2824

湿原の「かたち」を見て歩こう
12月4日(日)
10：00～12：00

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「かたち」にスポッ
トを当てます。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

第51回くしろ物産まつり
12月9日(金)～12月11日
(日)

釧路市観光国際交流センター
・釧路特産品の販売
・大抽選会他

釧路駅から徒歩 15分
釧路市物産協会
☎ 0154-31-2011

クリスマスZOO 12月11日(日) 釧路市動物園

1年に1度の特別見学！普段は入ることができないトナカイ舎を見学できます。間近でトナカイ
を観察してみませんか？(所要時間20分程度)
クリスマスカラーに彩られた、いつもとはちょっと違う動物園でスタンプラリーを楽しみません
か？
※動物の体調などにより中止となる場合があります。ご了承ください。

釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

アートシネマ館2022
「ムーミン谷とウィンターランド」(86
分)

12月17日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00～(開場9:30)
②14:00～(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

どんと市 12月中旬(予定) 釧路和商市場 富くじ抽選会他 釧路駅から徒歩 3分
釧路和商協同組合
☎ 0154-22-3226

アートに耳をかたむけて
絵画と彫刻から聞こえる「音」

12月17日(土)～2023年4月
9日

北海道立釧路芸術館
当館のコレクションを、「音」をキーワードに紹介します。想像力をふくらませ、日本画、油彩、写
真、彫刻など、アートのなかにゆたかに広がる「音」の世界に、耳をかたむけてみませんか。

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

追悼彫刻家・中江紀洋
12月17日(土)～2023年4月
9日(日)

北海道立釧路芸術館

中江紀洋(1943～2021)は、生まれ故郷の釧路を長く拠点とした彫刻家です。自然や人間、
時や祈りなどのテーマのもと優れた造形世界を展開。今日の北海道の彫刻界を代表する存在
として、活躍しました。当館コレクションにより、その業績をあらためてご紹介します。
※観覧料無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

塘路フィールドウォッチング
～初冬編～

12月17日(土)
10：00～12：00

塘路湖エコミュージアムセンター
初冬の塘路湖畔で、オオワシ・オジロワシなどの野鳥や塘路湖畔の氷の造形などを観察しま
す。
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

歳の市 12月下旬(予定) 釧路和商市場 富くじ抽選会他 釧路駅から徒歩 3分
釧路和商協同組合
☎ 0154-22-3226

歳末大売り出し 12月中旬or12月下旬 道の駅しらぬか恋問 目玉商品の毛ガニのほか、旬のホッキやシシャモ、ラム肉やチーズを販売。 白糠駅から車 15分
事務局(白糠漁業協同組合内
)☎ 01547-2-2221



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

冬休みキッズ・アトリエ
12月24日(土)～1月15日
(日)

北海道立釧路芸術館
フリーアートルーム

リサイクル材料を使って、自由に工作を楽しもう 釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

第35回ゴールドウィンカップ
阿寒スラローム大会

12月下旬 国設阿寒湖畔スキー場 FIS・全日本A級大会。シーズン最初のスラローム大会
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

第4回フィッシャーカップ
阿寒スラローム大会

12月下旬 国設阿寒湖畔スキー場 FIS・全日本A級大会。シーズン最初のスラローム大会
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

第7回セコマカップ
阿寒スラローム大会(NJR)

12月下旬 国設阿寒湖畔スキー場 FIS・全日本A級大会。シーズン最初のスラローム大会
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

第67回阿寒スピードスケート選手
権大会

12月下旬 阿寒湖畔スケートリンク 道内中学生・高校生以上を対象としたスケート大会
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

第101回全日本スキー選手権大会
アルペン競技技術系

12月下旬 国設阿寒湖畔スキー場 FIS・全日本A級大会。アルペン競技の全日本スキー選手権大会
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

あいすランド阿寒 1月1日(日)～3月31日(金) 阿寒湖氷上

・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 120分
釧路空港からバス 60分

(有)広大
☎ 0154-67-2057

2023年
初日の出を見る会

1月1日(日)
標茶町多和平展望台(町営牧場
内)

360度の視界を誇る「地平線の見える大牧場・多和平」
会場ではホット牛乳を無料提供をしております。
イベントとして、祭壇を設置しご来光に合わせて観光協会長の柏手を打ち、ご来光を迎えるな
か新年の輝かしい1年を祈願します。
※荒天の場合は中止

標茶駅から車 20分
 標茶観光協会
☎ 015-485-2264

あったか初日の出

1月1日(日)
※新型コロナウイルスの影響
等によっては開催するかどう
かは未定

霧多布湿原センター 暖かい館内から初日の出をご覧いただけます。
霧多布湿原センター
☎ 0153-65-2779

道の駅しらぬか恋問
恋問館新春大売り出し

1月3日(火)
10：00～13：00

道の駅しらぬか恋問
年が明けると、白糠町では恋問館の初売りに並ぶのが恒例行事。白糠漁協が行う「お魚福袋」
が人気を集め、開店前からたくさんの人が列をなします。餅つきなども行われるので防寒を対
策をしっかりと☃

白糠駅から車 15分
道の駅しらぬか恋問
☎ 01547-5-3317

動物園
「新春オリジナルグッズ」プレゼント

1月3日(火) 釧路市動物園
2023年最初の開園日である1月3日に「新春オリジナルグッズプレゼント」を行います(先着
100組)

釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

SL冬の湿原号運行 1月～3月(予定) 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。
・野生動物が見られることもあります。
※全席指定

釧路駅発
ＪＲ北海道釧路駅
☎ 0154-24-3176

コレクション展
展覧会の30年-企画展を振り返る-

1月4日(水)～2月5日(日) 釧路市立美術館展示室大
釧路市生涯学習センター開館30年の節目を迎え、これまでの歩みを振り返る展覧会。釧路ゆ
かりの作家がどのように紹介されてきたのかをコレクションで辿るとともに、懐かしの写真や資
料も合わせて展示します。

釧路駅から徒歩 20 分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

連凧を作って揚げよう
1月7日(土)
10：00～12：00

塘路湖エコミュージアムセンター
自作の凧に干支文字やイラスト等を描いて、新年を迎えた湿原の空に揚げてみましょう。
材料費100円
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

第45回北海道スポーツ少年団ス
ピードスケート大会

1月中旬 阿寒湖畔スケートリンク 全道の少年団を対象としたスケート大会
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

湿原アニマルトラッキング
1月15日(日)
10：00～12：00

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。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

アートシネマ館2022
「わたしの叔父さん」(110分)

1月21日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00～(開場9:30)
②14:00～(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

最後の石炭列車～釧路臨港鉄道
(仮)

1月21日(土)～4月9日(日)
釧路市立博物館
マンモスホール

詳細が決定次第、博物館ホームページにて公開
※入場無料

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

ひょうたん沼
スノーシューハイキング

1月22日(日)
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。
※2週間前から、受付開始いたします。定員：10名料金：2000円(別途、貸ｽﾉｰｼｭｰ550円)

釧路駅からバス 2時間
釧路駅から車 1.5時間

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100

第28回タンチョウイラスト展 1月28日(日)～2月26日(日)
釧路市立博物館
マンモスホール

詳細が決定次第、博物館ホームページにて公開
※入場無料

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

第26回味技フェスしらぬか 1月下旬 白糠町社会福祉センター
健康増進について理解と関心を深めるとともに地場産品を活用した地元のアイディア料理を
持ち寄り紹介する。

白糠駅から車 5分
白糠ふるさと振興協会事務局
(白糠町商工会内)
☎ 01547-2-2345

ICE・愛す・阿寒
(阿寒湖温泉旅館組合主催花火大
会)

2月1日(水)～3月2日(木)
(花火大会のみ3月中旬まで)

阿寒湖上
全面氷結した氷上で、セレモニーや氷切り体験、氷上ミニゲームなどのほか、期間中毎日、花
火が打ち上げられる。

釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

第17回全日本長ぐつアイスホッケー
選手権大会兼第35回北海道長ぐつ
アイスホッケー選手権大会

2月上旬(予定) 釧路町運動公園
長ぐつアイスホッケー発祥の地、釧路町で各地区の予選を勝ち上がってきた強豪が一堂に会
し熱戦を繰り広げる。

釧路駅からバス 30分
釧路町教育委員会社会教育課
☎ 0154-62-2301

釧路市障がい者芸術作品展
2月4日(土)～2月5日
(日)(予定)

釧路市観光国際交流センター
・くしろ冬まつりと同時開催
・釧路地域の障がい児者の芸術作品及び特別作品の展示

釧路駅から徒歩 15分
釧路市障がい福祉課
☎ 0154-23-5201

くしろ冬まつり2023
2月4日(土)～2月5日
(日)(予定)

釧路市観光国際交流センター前庭
・各種アトラクション
・ステージイベント等

釧路駅から徒歩 15分
(株)FMくしろ
☎ 0154-47-0808

MOO氷まつり(くしろ冬まつり共催
イベント)

2月4日(土)～2月5日
(日)(予定)

釧路フィッシャーマンズワーフ
MOO

冬を楽しむイベント 釧路駅から徒歩 15分
(株)釧路河畔開発公社
☎ 0154-23-0600

釧路湿原フィールドウォッチング
2月4日(土)
10：00～12：00

シラルトロ湖・蝶の森周辺
(シラルトロ自然情報館駐車場集
合)

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
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

湿原の裏山でスノーシューハイク
2月5日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
残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。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

雌阿寒
スノーシュートレッキング

2月5日(日)
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間を下るコー
スを楽しめる。雌阿寒温泉入浴と豚汁のサービス有
※2週間前から、受付開始いたします。定員：25名料金：1000円

釧路駅からバス 2時間
釧路駅から車 1.5時間

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100

冬の動物園まつり 1月下旬～2月中旬 釧路市動物園 ミニ雪像づくり・先着で飲み物引換券配布他 釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

タンチョウフェスティバル 2月上旬(予定) 鶴居村総合センター前庭

タンチョウが一番美しく舞い、きれいな鳴き声を奏でる時期に開催されるイベント。
・タンチョウ耐寒競技
・雪中宝探し
・タンチョウ鳴き声コンテスト
・各種売店

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 45分

鶴居村ふるさとまつり実行委員会
☎ 0154-64-2114

一歩園の森展望ハイキング 2月12日(日)

阿寒湖の南側にある前田一歩園の山林で、阿寒湖と雄阿寒岳の展望を楽しみながらスキーと
スノーシューでハイキングを行います。
※2週間前から、受付開始いたします。定員：10名料金：1000円(別途、貸スノーシュー550
円)

釧路駅からバス 2時間
釧路駅から車 1.5時間

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
☎ 0154-67-4100

第70回釧路郷土作家展
美術

2月18日(土)～26日(日) 釧路市立美術館展示室大
釧路で活躍する作家の最新作が集まる展覧会
※入場料無料

釧路駅から徒歩 20 分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

コレクション展
抽象の世界

2月18日(土)～3月26日(日) 釧路市立美術館展示室小 抽象、および抽象の傾向がみられるコレクションを展示します。 釧路駅から徒歩 20分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

第70回釧路郷土作家展
書・写真

3月11日(土)～19日(日) 釧路市立美術館展示室大
釧路で活躍する作家の最新作が集まる展覧会
※入場料無料

釧路駅から徒歩 20分
釧路市立美術館
☎ 0154-42-6116

アートシネマ館2022
海よりもまだ深く(117分)

2月25日(土)
北海道立釧路芸術館
アートホール

①10:00～(開場9:30)
②14:00～(開場13:30)
各回先着100名無料

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

動物園のひなまつり 2月26日(日) 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 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

フライトガイド
コミミズク

3月(予定) 釧路市動物園
猛禽類のフライトの様子を公開します
※動物の体調などにより、予定通りに実施できないことや、開催日や内容を変更することがあ
ります。ご了承ください。

釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

厳島神社人形供養祭
(人形まつり)

3月3日(金) 厳島神社
雛人形、五月人形などが約4,000体飾られます。(人形供養祭の後より一般公開)
人形供養祭参列の方は、祈祷花を一枝受けます。

釧路駅からバス 10分
厳島神社社務所
☎ 0154-41-4485

大人の寺子屋-びじゅつの時間-
3月4日(土)、11日(土)、18日
(土)

北海道立釧路芸術館
展示室ほか

有料(展覧会観覧料含む) ※事前の申込が必要です。
作品の鑑賞とワークショップ(体験の時間)を通して、楽しく美術・芸術に親しむ連続講座です。

釧路駅から徒歩 15 分
北海道立釧路芸術館 
☎ 0154-23-2381

塘路フィールドウォッチング
～晩冬編～

3月4日(土)
10：00～12：00

塘路湖エコミュージアムセンター
残雪のフィールドを散策しながら塘路湖周辺の自然や遺跡などを観察します。
※事前申込が必要です。

釧路駅から車 50分
塘路湖エコミュージアムセンター 
☎ 0154-487-3003

タンチョウレスキュー展 3月4日(土)～4月16日(日)
釧路市立博物館
マンモスホール

詳細が決定次第、博物館ホームページにて公開
※入場無料

釧路駅からバス 10分
釧路市立博物館
☎ 0154-41-5809

温根内の歴史を探訪しよう
3月19日(日)
10：00～12：00

温根内ビジターセンター
野外を散策しつつ、貴重な写真などから、温根内周辺の現在までの歩みを紐解きます。
※事前申込が必要です。

釧路駅からバス 50分
釧路駅から車 40分

温根内ビジターセンター
☎ 0154-65-2323

阿寒丹頂の里千年祭 未定 阿寒国際ツルセンター内特設会場 丹頂感謝祭
釧路駅からバス   70分
釧路空港からバス 30分

事務局 坂本
☎ 0154-66-2311

第44回白糠町ロードレース大会 3月第3日曜日 白糠町総合体育館前発着
3ｋｍ－小学生男女・親子5ｋｍ－中学生男女・30歳以上一般女子・60歳以上一般男子10ｋ
ｍ－高校男子・一般男子(40歳未満、40歳代、50歳代以上)女子(高校生以上)

白糠駅から徒歩 5分
白糠陸上競技協会(斉藤)
☎ 090-5229-6499

2023全日本ジュニアスキー選手権
大会兼セコマカップ阿寒スラローム
大会アルペン競技技術系回転

3月下旬 国設阿寒湖畔スキー場 ＦＩＳ公認の全日本ジュニア選手権大会
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200

第12回ゴールドウィンカップ阿寒ス
ラローム大会

3月下旬 国設阿寒湖畔スキー場 ＦＩＳ公認のスキースラローム大会
釧路駅からバス 120分
釧路空港からバス 60分

NPO阿寒観光協会まちづくり推進機
構
☎ 0154-67-3200



行事催事名 開催期間(予定) 開催場所 行事内容(予定) アクセス 問合先

はるやすみの動物園 3月下旬 釧路市動物園
少しずつ暖かくなり、動物たちも冬とはまた違う姿を見せてくれます。
春を感じながら、園内を歩いてみませんか

釧路駅からバス 50分
釧路市動物園
☎ 0154-56-2121

第20回啄木・雪あかりの町・くしろ 未定 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1,000点の灯りのアート展示・フォトコンテスト(橋南西会館)・屋台や本日限りの限定メ
ニューを扱う店舗

釧路駅から徒歩 30分
啄木・雪あかりの町・くしろの会
☎ 0154-41-6922(岡本)


