2021年度（令和３年度）釧路管内イベント情報
※イベントの開催日や内容についてはすべて予定であり、新型コロナウイルス感染症の感染状況や天候などの理由により変更や中止となる場合がございます。
※イベントなどに参加される場合は、「マスクの着用」「咳エチケット」「こまめな手洗い・手指の消毒」「身体的距離の確保」などにご協力ください。
No.

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

問合せ先

1

摩周湖星紀行 (有料)

通年
※現在ツアー中止、再開未定

摩周湖第一展望台

摩周湖第一展望台から、灯りのない夜の湖と星空観察を行います。
A期間：5月11日～9月30日 20:30発 22:00帰着
B期間：10月1日～5月10日 19:30発 21:00帰着
※11月・12月・3月の毎週水曜日を除く
料金～中学生以上3,500円、小学生2,500円、幼児500円

2

道東 森の恵み号 運行

通年

根室本線（新得～釧路）

釧路湿原の動植物と十勝の実りを実現したデザインとなっており、いつもの列
車で観光気分を味わうことができる。

ＪＲ釧路駅
電話 0154-24-3176

3

ルパン三世
ラッピングトレイン運行

通年

花咲線（釧路～根室）

モンキーパンチ氏（浜中町出身）の人気作「ルパン３世」が描かれた車両
を花咲線の定期列車で運用します。☆運行予定はＪＲ北海道釧路支社
のホームページで公開されています。

ＪＲ釧路駅
電話 0154-24-3176

4

アイヌ古式舞踊

阿寒湖アイヌシアター「イコロ」

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
釧路駅からバス 120分
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
釧路空港からバス 60分
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。

阿寒アイヌ工芸協同組合
電話 0154-67-2727

阿寒湖アイヌシアター「イコロ」

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
まれてき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 釧路駅からバス 120分
きます。（約30分）
釧路空港からバス 60分
平日21：00～、土日祝15：00～・21：00～ ※土日祝のみ２回公
演

阿寒アイヌ工芸協同組合
電話 0154-67-2727

釧路市立美術館

ピカソ、ユトリロなど海外作家に加えて、梅原龍三郎や安井曾太郎、林武
釧路駅から徒歩 21 分
など近代の巨匠、また現在も活躍する画家たちの作品を展示。世界に２つ
(1.7 km) 「北大通」経由
ユトリロのパレットもやってきます。

釧路市立美術館
電話 0154-42-6116

5

阿寒ユーカラ
「ロストカムイ」

通年

通年

㈱ツーリズムてしかが
電話 015-483-2101

6

巨匠とパレット 創作の秘密

7

ハーバリウム霧多布企画展はるばるき
4月10日（土）～6月27日（火）
たぜ道東へ「外来植物展」

釧路市立博物館 マンモスホール
（入場無料）

まちなかで見られる植物、その多くはもともとそこにいなかった外来種で帰化
植物と呼ばれます。どのようにやってきたのか、どのような問題を引き起こすの 釧路駅からバス 10分
か。植物以外の外来生物とあわせて紹介します。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

8

春の足音を聴きに行こう

4月11日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
新しくなった木道を歩きながら、早春の釧路湿原を楽しみます。

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

4月17日（土）～18日（日）

《事前申し込み》釧路へ転入されてきた方々だけでなく、あらためて釧路に
ついて知りたいという方や、これまで博物館に足を運ばれる機会がなかった
釧路市立博物館 常設展示室（入
方々も、ぜひご参加ください。釧路の自然と歴史について、学芸員が解説し 釧路駅からバス 10分
口マンモスホール集合）
ます！
各日とも午後1時半～3時 定員：各日30名

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

9

常設展示解説
「ようこそ釧路へ」

10 春採湖畔探鳥会

中止 阿寒湖砕氷帯観光遊覧
11 早春の湿原 野鳥観察会

4月10日（土）～6月13日（日）

川湯温泉各ホテル発

4月18日（日）

釧路市立博物館

8：00～10：00 ☂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。双眼鏡等をお持ちの
方はご持参ください。
釧路駅からバス 10分
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

6/21（月）～7/11（日）9：00、
11：00、13：00、15：00

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。

4月24日（土）

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）

8：00～12：00 渡り鳥の中継地シラルトロ湖周辺で、講師の開設を聞
きながら野鳥観察を楽しみましょう。

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)
電話 0154-67-2511
塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

12

13

花と樹の王国 Botanical
Kingdom

新収蔵展示
奈良原一高（いっこう）の写真

14 阿寒湖水開き2021

15

北海道立釧路芸術館 展示室

草、花、樹木は、心を癒してくれる不思議な「ちから」をそなえています。日本
画、油彩、水彩、版画、写真、化石、約200点により圧倒的存在感を放
つ花樹草木の世界をご堪能ください。
釧路駅から徒歩 15 分
ギャラリー・ツアーは5月3日（月祝）・4日（火祝）・5日（水祝）・15
日（土）・22日（土）、6月19日（土）

北海道立釧路芸術館
電話 0154-23-2381

4月24日（土）～6月30日（水）

北海道立釧路芸術館 フリーアート
ルーム

※観覧無料 世界各地のさまざまな場に取材し、人間が生きる諸相を撮
影した写真家・奈良原一高（1931～2020）。昨年度受贈した149点
のなかから〈人間の土地〉、〈ヨーロッパ・静止した時間〉、〈ヴェネツィアの夜〉
釧路駅から徒歩 15 分
など初期から80年代までを中心とする代表的なシリーズ作品をご紹介しま
す。
ギャラリー・ツアーは5月30日（日）、6月27日（日）

北海道立釧路芸術館
電話 0154-23-2381

4月29日（木）

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。

BAY LOUNGE（船乗り場）
釧路市大町1-1-11ベイサイドビル
1F

釧路唯一の海のアクティビティとしておなじみの「SEA CRANE」。気軽に、安
全に海の散歩をお楽しみいただけます。ご予約の際、くしろステイメンバーズ
釧路駅から徒歩 15 分
カード提示でサンセットクリーズ乗船料が割引（釧路人割引が適用）となり
（MOO対岸）
ます。ぜひご利用くださいませ(＾◇＾)詳細はアイコムHPをご確認ください。
※他の割引との併用は不可です。

4月24日（土）～6月30日（水）

釧路夕日観光クルーズ船シークレイン
4月29日（木）～11月末
運航

16 くしろ湿原ノロッコ号運行

4月29日（木）～5月9日（日）
7月17日（土）～10月10日（日）

釧網本線
10/9（土）のみ釧路駅～川湯温
泉駅間の運行

釧路湿原をのんびりゆくトロッコ列車。見所では減速運行で沿線の景色を
楽しめます。野生動物が見られることもあります。

17 阿寒湖砕氷帯観光遊覧

4月下旬

阿寒湖

18 春の動物園まつり

4/29(木）～5/5（水）

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
電話 0154-67-3200
BAY LOUNGE
電話 0154-41-7511
https://www.icom946.com/crane/index
.html

釧路駅発

ＪＲ北海道電話案内センター
電話 011-222-7111（6:30～22:00）

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）
電話 0154-67-2511

釧路市動物園

未定

釧路駅からバス 50分

釧路市動物園
電話 0154-56-2121
阿寒アイヌ工芸協同組合
電話 0154-67-2727

19 阿寒ユーカラ「火のカムイの詩」

4月末～

阿寒湖アイヌシアター「イコロ」

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 釧路駅からバス 120分
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 釧路空港からバス 60分
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。

20 「昔のしべちゃ」写真展

5月1日（土）～9日（日）

塘路湖エコミュージアムセンター レク
チャールーム

標茶で撮影された昔の写真を紹介する展示会です。
10：00～17：00（標茶町博物館との共催行事）

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

5月4日（火）

塘路湖エコミュージアムセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00 定員10名
春の塘路湖畔を散策しながら、飛来し始めた夏鳥や春の植物を観察しま
す。

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

5月5日（水）

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
白糠駅から車 25分
のラム肉など地元産物の即売会。

チーズ工房 白糠酪恵舎
電話 01547-2-5818

4月下旬

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 50分

釧路市動物園
電話 0154-56-2121

23 春の動物園まつり

4月下旬～5月上旬

釧路市動物園

未定

釧路駅からバス 50分

釧路市動物園
電話 0154-56-2121

24 博物館で遊ぼう

5月3日（月）～5日（水）

釧路市立博物館

申込不要 10:00～15:30(要入館料)
展示室をクイズラリーで楽しみます。

釧路駅からバス 10分

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

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
電話 0154-23-0600

釧路市立博物館

申込不要 13：30～15：30 参加費50円（保険料）☂雨天中止
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

21

塘路フィールドウォッチング
～春編～

22 山の恵みの即売会
中止 春の遊園地まつり

中止 MOOこどもまつり

25 春採湖畔草花ウオッチング

5月3日（月）～6日（木）

5月15日（土）

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

26 春採湖畔探鳥会

5月16日（日）

釧路市立博物館

8：00～10：00 ☂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。双眼鏡等をお持ちの
方はご持参ください。
釧路駅からバス 10分
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。
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。
釧路駅からバス 120分
http://kamuylumina.jp/
釧路空港からバス 60分

27

阿寒湖の森ナイトウォーク「KAMUY
LUMINA～カムイルミナ～」

5月21日（金）～11月14日（日）
6/22まで開催見送り

阿寒湖温泉

28

釧路川治水100年記念事業
釧路湿原国立公園クリーンデー

5月22日（土）

塘路湖周辺

5月22日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（通常の番組はお休みします）

5月22日（土）・23日（日）

鶴ケ岱公園

・ステージイベント（予定）
・バンド演奏他

5月23日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。8：00～10：00
釧路湿原は繁殖期を迎えた野鳥のさえずりで大賑わい。何種類見つけられ
るでしょうか。

5月26日（水）

釧路市こども遊学館 前庭

移動天文車「カシオペヤ号」による観察会。
19：30～20：30 ※雨天・曇天時は中止となります。

5月下旬

浜中桜公園（MO-TTOかぜて公園 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プによる夜桜鑑
内）
賞会・各種ゲーム大会・地元産物の即売会

29 大人のための星空さんぽ

中止 第47回くしろチューリップ＆花フェア

30 早朝バードウォチング

31

星空キャラバン「スーパームーン皆既
月食を観察しよう！」

32 はまなか桜まつり（未定）

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社
電話 0154-65-7121

釧路湿原国立公園連絡協議会事務局
電話 0154-31-4594

釧路湿原国立公園内のごみ拾いを行います。9：30～11：00

釧路駅から徒歩 ８分

釧路市こども遊学館
電話 0154-32-0122

釧路駅からバス 15分

釧路市民活動センターわっと
電話 0154-22-2232
温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

釧路駅から徒歩 ８分

釧路市こども遊学館
電話 0154-32-0122

浜中駅から徒歩 10分

浜中観光協会
電話 0153-62-2111

33 初夏の探鳥会

5月30日（日）

釧路町森林公園

8：00～12：00 ☂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。双眼鏡等をお持ちの
方はご持参ください。
釧路駅からバス 30分
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

34 写真焼納祭

6月1日（火）

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。

6月1日（火）～3月31日（木）

阿寒湖

阿寒湖のアイヌ民族自らがアイヌ文化を伝えていくことをテーマとしたツアー。
釧路駅からバス 120分
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
釧路空港からバス 60分
ます。※刺繍体験木彫体験は通年

阿寒アイヌ工芸協同組合
電話 0154-67-2727

中止 新緑の湿原 野鳥観察会

6月5日（土）

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）

※事前の申し込みが必要です。8：00～10：00
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
ながら散策します。

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

中止 初夏の花を見に行こう

6月6日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
初夏を代表する花々を観察しよう。

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

延期 第８回 グランフォンド摩周

6月6日（日）・7日（月）

弟子屈町内

摩周湖、屈斜路湖、硫黄山、多和平など雄大な景色の中を走る絶景グラ
ンフォンド

専門電話
電話 080-6064-5496

6月10日（木）～7月10日（土）

川湯温泉つつじヶ原

ボランティアガイドによるつつじヶ原の早朝散策ツアー

釧路市立博物館

13:30～15:00 参加費50円（保険料）☂雨天中止。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

アイヌ文化ガイド
35
「Anytime,Ainutime!」

36 つつじヶ原 朝の散策

37 しらべてみよう春採湖の昆虫

6月12日（土）

釧路駅からバス 10分

川湯温泉駅からバス 10分
車 5分

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

厳島神社社務所
電話 0154-41-4485

阿寒摩周国立公園川湯地域運営協会
電話 015-483-2060
釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

10:00～12:00 参加費50円(保険料)☂雨天中止。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅から徒歩15分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

38 歴史探訪会「まちなみ散歩」

6月13日(日)

港文館前集合

39 あさり堀り体験

6月13日（日）・27日（日）

チカラコタン地区あさり造成島（厚岸
あさり掘りの体験観光
町奔渡7）

厚岸駅から車 15分

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809
厚岸観光協会
電話 0153-52-3131

40 春採湖畔草花ウオッチング

6月19日（土）

釧路市立博物館

申込不要 13：30～15：30 参加費50円（保険料）
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

41 第62回 あっけしあやめまつり

6月19日（土）～27日（日）

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100mの断崖絶壁から太平洋を望むことができる。

厚岸駅から車 25分

厚岸観光協会
電話 0153-52-3131

6月中旬

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
電話 0154-22-3226

釧路市立博物館

8：00～11：00 ☂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。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ 釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

音別町文化会館駐車場

・生蕗の即売会
・管内郷土芸能発表会
・千人鍋（ふき汁）
・お楽しみ抽選会
・太陽観測会「太陽の素顔を探れ！」（カシオペヤ号）

釧路市音別町行政センター地域振興課
電話 01547-6-2231

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 釧路駅からバス 120分
事を実施。（自由参加）
釧路空港からバス 60分

44 釧新郷土芸術賞50回記念作品展 6月26日（土）～7月4日（日）

釧路市立美術館

郷土芸術50年の軌跡を辿ります。（入場無料）

45 大人のための星空さんぽ

中止 トキメキとき祭り

42 春採湖畔探鳥会

中止 北のビーナス蕗まつり

43

6月20日（日）

6月20日（日）

雄阿寒岳山開き・雄阿寒岳安全祈
6月20日（日）
願祭

音別駅から徒歩 10分

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

ＮＰＯ阿寒観光協会まちづくり推進機構
電話 0154-67-3200

釧路駅から徒歩 21 分
(1.7 km) 「北大通」経由

釧路市立美術館
電話 0154-42-6116

6月26日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（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
電話 0154-32-0122

中止 釧路市ふれあい広場“2021”

6月27日（日）

釧路市観光国際交流センター

市民ふれあい広場

釧路駅から徒歩 15分

事務局
電話 0154-24-1742

中止 第25回 港in白糠大漁まつり

6月第4日曜日

白糠漁港

・海産物の販売・遊漁体験・遊覧航海・ビンゴゲーム・炉端コーナー

白糠駅から車 3分

白糠漁業組合
電話 01547-2-2221

6月30日（水）

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
電話 0154-41-4485

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。 釧路駅からバス 120分
やさしい光の中夜のお散歩はいかがでしょうか。
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
電話 0154-67-3200

釧路市立博物館 マンモスホール
(入場無料)

釧路湿原にはクイナという鳥がこっそり暮らしています。目立ちにくい鳥です
が、その暮らしぶりは魅力にあふれています。釧路湿原での生息状況やその 釧路駅からバス 10分
生態などについて紹介します。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

7月3日（土）

塘路湖エコミュージアムセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～14：00 定員10名
縄文時代の遺跡が残る塘路、当時の土器を参考にオリジナル土器を作りま
す。

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

7月3日（土）・4日（日）

弟子屈町

弟子屈町内を豊かな自然を体感できるコースを歩くイベント

事務局
電話 0299-77-9500

46 夏越の大祓
47

トーラサンペ ル・ミナ～まりもの微笑み
6月1日（火）～11月14日（日）
小径～

湿原の忍者 SHINOBI BIRD
48
～こっそり暮らすクイナたち～

49 縄文土器作り講座

中止

100km歩こうよ♪大会
in摩周湖・屈斜路湖2021

7月3日(土)～10月3日(日)

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
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。

50 夏の樹木と花を見に行こう

7月4日（日）

温根内ビジターセンター

51 厳島神社例大祭 -くしろ祭-

7月9日（金）～11日（日）

厳島神社（社殿・境内）栄町平和 ※神事のみの開催
公園周辺
宵宮祭、例大祭・御輿渡御、壱之宮祭（後日祭）

52 お供え山見学会

53 しらべてみよう春採湖の昆虫

7月10日（土）

7月10日（土）

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

釧路駅からバス 10分

厳島神社社務所
電話 0154-41-4485

モシリヤチャシ跡

10：00～15：00 ☂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
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。

釧路市埋蔵文化財調査センター
電話 0154-43-0739

釧路市立博物館

13：30～15：00 参加費50円（保険料）☂雨天中止。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

54

ペキタと探検！ガラスの不思議絵画と
7月10日（土）～9月5日（日）
ヴェネチアン・グラスと絵画の世界

釧路市立美術館

日本の画家たちの作品と、ヴェネチアの工房とのコラボレーションによって生ま 釧路駅から徒歩 21 分
れたガラス作品をご紹介します。
(1.7 km) 「北大通」経由

釧路市立美術館
電話 0154-42-6116

55

阿寒湖原産「ヒメマス祭」
～カパチェプノミ～

7月3日

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

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
電話 0154-65-8973

中止 第65回 厚岸港まつり

7月上旬

厚岸町内

厚岸音頭市中大パレード他

厚岸駅から徒歩 10分

事務局 厚岸町水産農政課
電話 0153-52-3131

中止 第19回 厚岸町民花火大会

7月上旬

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
電話 0153-52-3131

中止 第30回 あっけし夏まつり

7月上旬

厚岸町内

・獅子舞
・山車の競演他

厚岸駅から徒歩 10分

実行員会 代表 桂川 実
電話 090-8706-4721

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。18：30～21：00
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
夜の湿原へと出かけます。

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

北海道立釧路芸術館 展示室

漫画家・安野モヨコ（1971生）は1989年のデビュー以来『さくらん』『ハッ
ピー・マニア』『働きマン』『シュガシュガルーン』など、幅広い読者に喜びと力を
与える物語を届けてきました。原画やイラスト、美人画など、初期から近作ま 釧路駅から徒歩 15 分
で約500点に及ぶ作品を一挙公開します。地域連携企画「もも得」も同時
開催いたします。ぜひ、ご参加ください。

北海道立釧路芸術館
電話 0154-23-2381

釧路市立博物館

申込不要 13：30～15：30 参加費50円（保険料）☂雨天中止
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

7月18日（日）

釧路市立博物館

8：00～10：00 ☂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。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ 釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

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
電話 01547-2-2287

弟子屈町役場駐車場

・玉入れ大会
・ステージイベント
・出店

摩周駅から徒歩 10分

（一社）摩周湖観光協会
電話 015-482-2200

中止 ホタルの週末

56

安野モヨコ展 ANNORMAL（アン
ノーマル）

57 春採湖畔草花ウオッチング

58 春採湖畔探鳥会

59

第19回 鍛高譚杯親善
どさんこパークゴルフ大会

中止 摩周の里 夏まつり

7月16日（金）～18日（日）

7月16日（金）～9月20日（月）

7月17日（土）

7月中旬

中止 つるい納涼まつり

60 第37回くしろ霧フェスティバル

MOO誕生祭
中止
（霧フェス協賛イベント）

61 大人のための星空さんぽ

中止 阿寒ふるさとまつり

62 まちなか企画展

鶴居村総合センター 前庭

・ビール早飲み競争
・大当たり抽選会
・各種売店

幸町緑地野外ステージ

釧路の夏の夜空を彩る圧巻の霧レーザーショーは必見！ウォーターフロント
をメイン会場に、釧路の自然の象徴である「海霧」を楽しむ市民参加型のイ 釧路駅から徒歩 15分
ベントです。レーザーショー・海炉市場他

（一社）釧路青年会議所
電話 0154-42-1121

7月23日（金）～25日（日）

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
電話 0154-23-0600

7月24日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（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
電話 0154-32-0122

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
電話 0154-66-2122

7月中旬

7月23日（金）～25日（日）

釧路駅からバス 50分
車 45分

実行委員会 鶴居村産業振興課内
電話 0154-64-2114

7月25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

7月28日(水)～8月31日(火)

北大通の会場他5ヵ所

時間は各会場へお問い合わせください。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。

釧路駅からバス10分～20分

釧路市埋蔵文化財調査センター
電話 0154-43-0739

釧路駅から徒歩 0分
(北大通会場）

釧路市港湾空港課
電話 0154-53-3371

釧路駅から徒歩 10分
(北大通会場）

歩行者天国実行委員会
電話 090-6260-2995

中止 第74回くしろ港まつり

7月31日（土）・8月1日（日）

北大通他

・市民踊りパレード
・音楽パレード他
※大漁ばやしパレードは中止です。

中止 北大通歩行者天国

7月31日（土）・8月1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

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
釧路駅から徒歩 15分
・郷土芸能フェス
開園時間を20:30まで延長し（入園は20:00まで）、普段は見る事が出

港まつり市民広場実行委員会本部
電話 090-9378-3461

７月31日（土）
８月７日（土）
８月14日（土）

釧路市動物園

来ない夜の動物たちの様子をご覧いただけます。
・キャンドルアート
※夜間のバスの運行はありませんので、ご注意ください。

釧路市動物園
電話 0154-56-2121

7月

浜中町琵琶瀬（霧多布湿原特設
会場）

湿原に咲き乱れるエゾカンゾウを見ながら地元の味覚を楽しめるイベント。つ
茶内駅から車 20分
かみ取りや特産品が当たる抽選会もあります。

浜中町観光協会
電話 0153-62-2111

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
温根内周辺に生息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。

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

中止 港まつり市民広場

63 夜間開園

中止 浜中うまいもん市2021

7月31日（土）・8月1日（日）

64

夏休み！
温根内周辺の外来植物を探そう

8月1日（日）

温根内ビジターセンター

65

夏休み🍄
釧路湿原キノコ観察会

8月7日（土）

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00 定員10名
茅沼蝶の森（シラルトロ自然情報館
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
駐車場集合）
象にした観察会。

66 山の日にお供え山に登ろう

中止

牧場まつり多和平
カントリーフェスタⅡ

釧路駅からバス 50分

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

8月8日(日)

モシリヤチャシ跡

10:00～15:00 ☂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
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。

8月上旬

多和平特設会場

標茶産の羊肉や牛肉を堪能しながらステージイベントではカントリーバンドや
標茶駅から車 30分
サックス演奏などが楽しめます。

多和平カントリーフェスタⅡ実行員会事務局
電話 015-485-2572

13：30～15：00 参加費50円（保険料）☂雨天中止。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

67 しらべてみよう春採湖の昆虫

8月14日（土）

釧路市立博物館

68 釧路湿原 自然と歴史を訪ねて

8月14日（土）

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00 定員10名
サルボ・サルルン展望台周辺（サルボ
サルボ・サルルン展望台周辺を散策しながら、釧路湿原の自然や遺跡を観
展望台駐車場集合）
察します。

釧路市埋蔵文化財調査センター
電話 0154-43-0739

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

中止 第58回春採湖水まつり

8月14日（土）

・湖畔周遊ウォークラリークイズ
・野外演奏会
春採公園ネイチャーセンター横の広場
・露店
・湖上花火大会

釧路駅からバス 15分

事務局 清水 不二男
電話 090-2870-0120

釧路駅から車 10分
バス 15分

（株）ＦＭくしろ
電話 0154-47-0946

8月14日（土）・15日（日）

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

8月15日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
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。

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

8月15日（日）

釧路市立博物館

8：00～10：00 ☂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。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ 釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

8月16日（月）

新釧路川鳥取橋土手緑地公園

約８，０００発の道東屈指の規模を誇る花火大会。

釧路駅からバス 15分

株式会社 釧路新聞社事業部
電話 0154-22-1111

8月19日（木）

北大通

・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

（株）FMくしろ
電話 0154-47-0808

鶴居村村営球技場

・盆踊り
・仮装盆踊り
・花火大会他

釧路駅からバス 50分
車 45分

実行委員会 鶴居村産業振興局課内
電話 0154-64-2114

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
電話 0153-62-2144

中止 しべちゃ納涼夏まつり

8月中旬

・縁日
・ビアガーデン
標茶町開発センター及びコンベンショ
・ゲーム
ンホールういず前駐車場特設会場
・こども盆踊り
・町民花火大会他

標茶駅から徒歩 5分

事務局 標茶町商工会内
電話 015-485-2264

中止 おんべつ商工まつり

8月21日（土）

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
音別駅から徒歩 10分
イベント。

音別町商工会
電話 01547-6-2532

釧路市立博物館

申込不要 13：30～15：30 参加費50円（保険料）☂雨天中止
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

釧路市立博物館

10:00～12:00 参加費50円(保険料)☂雨天中止。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

釧路市立博物館

申込不要 13:30～15:00
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

中止 ＦＭくしろ第17回春採夏まつり

69

夏休み！ザリガニウォッチング
～ウチダザリガニ編～

70 春採湖畔探鳥会

中止

釧路新聞創刊75周年記念
第63回釧新花火大会

中止 第66回くしろ市民北海盆踊り
鶴居村ふるさと
中止
仮装盆踊り花火大会

71 サマーフェスタ’21夏まつり

72 春採湖畔草花ウオッチング

73 歴史探訪会「まちなみ散歩」

74

8月中旬

8月21日（土）

8月22日(日)

講演会「標本づくりからみたクイナのお
8月28日(土)
話」

75 大人のための星空さんぽ

8月28日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（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
電話 0154-32-0122

中止 第7回 港inしらぬか花火大会

76 第17回 わっと生誕祭
中止 第4回 釧路町キッズフェスタ

中止 秋のキノコ観察会🍄

中止 アイヌの自然観～植物編～

77 病気平癒・健康祈願祭
中止

「第18回釧路大漁どんぱく」前夜祭
釧路すえひろはしご酒大会

中止 第18回釧路大漁どんぱく

78 2021 ゆめのき釧路町収穫祭

中止 第29回 カミングパラダイス

中止 しらべてみよう春採湖の昆虫

8月下旬

白糠漁港特設ステージ

・花火の打ち上げ
・ステージイベント
・屋台村

白糠駅から車 3分

事務局 白糠町経済課
電話 01547-2-2171

8/28（土）・8/29（日）

釧路市民活動センターわっと

ステージイベント・テント市（予定）

釧路駅から徒歩 15分

釧路市民活動センターわっと
電話 0154-22-2232

未定

イオン釧路店駐車場他（予定）

・釧路管内に点在する産業・職のＰＲ
・職業体験の提供

9月4日（土）

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00 定員10名
茅沼蝶の森（シラルトロ自然情報館
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
駐車場集合）
象にした観察会。

釧路町商工会青年部
電話 0154-36-2133
塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

9月5日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
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。

9月9日（木）

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
釧路駅からバス 10分
のみ道指定有形文化財「円空仏」を限定公開しております。

厳島神社社務所
電話 0154-41-4485

9月9日（木）

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 10分

（株）北日本広告社
電話 0154-22-0211

9月10日（金）～12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
電話 0154-31-1993

9月上旬

釧路町公民館前庭

・釧路町特産品販売
・ゲーム大会
・バザー他

遠矢駅から徒歩 15分

ＮＰＯゆめのき
電話 0154-40-1881

9月上旬

・抽選会、ビンゴ大会、郷土芸能
白糠南通商店街（ハミングロード） ・縁日、フリーマーケット、露店
・各種アトラクション他

白糠駅から徒歩 1分

事務局 白糠町商工会内
電話 01547-2-2345

9月11日（土）

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

釧路市立博物館

13：30～15：00 参加費50円（保険料）☂雨天中止。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

中止

「第18回釧路大漁どんぱく」いい味イ
9月11日（土）
キイキくしろ

釧路市観光国際交流センター

釧路の味覚PR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
電話 0154-31-1993

中止

「第18回釧路大漁どんぱく」釧路大
漁どんぱく花火大会

9月11日（土）

釧路川河口付近

北海道最大の３尺玉が目玉の花火大会🎇

釧路駅から徒歩 15分

北海道新聞釧路支社事業担当
電話 0154-31-2728

中止

「第18回釧路大漁どんぱく」農業農
村フェア in KUSHIRO

9月11日（土）・12日（日）

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 15分

JA北海道釧路中央会根釧支所
電話 0154-22-0910

延期 北斗遺跡竪穴まつり

9月12日(日)

釧路市北斗遺跡展示館

火起こし体験など先史・古代の生活体験
申込不要 10:00～15:00
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。

釧路駅からバス 40分

釧路市埋蔵文化財調査センター
電話 0154-43-0739

中止 鳥取神社例大祭

9月13日（月）～15日（水）

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
電話 0154-51-2404

9月15日（水）～19日（日）

釧路市立美術館

釧路美術協会創設100周年を記念した展覧会を開催します。

釧路駅から徒歩 21 分
(1.7 km) 「北大通」経由

釧路市立美術館
電話 0154-42-6116
釧路市立博物館
電話 0154-41-5809
阿寒神社
電話 0154-66-3609

79 創設100周年記念釧美展

中止 春採湖畔草花ウオッチング

9月18日（土）

釧路市立博物館

申込不要 13：30～15：30 参加費50円（保険料）☂雨天中止
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ
釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

中止 阿寒神社例大祭

9月18日（土）・19日（日）

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

9月19日（日）

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。

中止

第49回釧路湿原マラソン
＆ウォーク

釧路駅からバス 60分

釧路湿原マラソン実行委員会
電話：0154-31-1230

釧路市立博物館

8：00～11：00 ☂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。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ 釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

9月20日（月）

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
電話 0154-66-2330

9月19日（日）・20日（月）

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
電話 0154-56-2121

中止 博物館まつり

9/26（日）

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
電話 0154-41-5809

中止 鶴居村ふるさとまつり

9月23日（木）

茂雪裡川河畔特設会場

・ステージショー、モーモーコンテスト
・たんちょうソーラン、牛乳早飲み競争、お楽しみ抽選会

釧路駅からバス 50分
車 45分

実行委員会 鶴居村産業振興局課内
電話 0154-64-2114

9月25日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（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
電話 0154-32-0122

9月26日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
ニホンザリガニの生態を知り、生息環境を観察します。

9月28日（火）～11月14日（日）

釧路市立美術館

記号を浮遊させたモチーフとブルーグレーと称される独特の色彩で知られる北 釧路駅から徒歩 21 分 (1.7 釧路市立美術館
海道天塩町出身の抽象画家・上野憲男の画業を紹介します。
km) 「北大通」経由
電話 0154-42-6116

9月18日(土)・19日(日)

山花温泉リフレ屋外特設会場

9月下旬

浜中町霧多布市街地

10月予定

・釧路くじら協議会
釧路和商市場特設会場中央パティ ・釧路地域おさかな普及協議会コラボイベント
オ
・釧路産鯨の試食
・ＰＲ

中止 春採湖畔探鳥会

中止 阿寒丹頂の里まつり

80 秋の動物園まつり

81 大人のための星空さんぽ

中止

ザリガニウォッチング２
～ニホンザリガニ編～

82 上野憲男展

一部
山花温泉リフレ 秋の収穫祭
変更

83 霧多布神社例大祭

延期 鯨肉普及キャンペーン

中止

第12回「くじら祭り＆くしろの鯨 味め
9月16日(木)～18日(土)
ぐり」

中止 第60回 きりたっぷ岬まつり

中止 第47回 標茶町産業まつり

84 第11回 あっけし産業感謝祭
85

9月19日（日）

こすって写す土器模様～カラー拓本
体験～

中止 第59回 あっけし牡蠣まつり

・農産物即売会

※トウモロコシのもぎ取り体験は中止

宵宮：山車が市街地中心部に集結、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。

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

釧路駅から車 40分

山花温泉リフレ
電話 0154-56-2233

茶内駅からバス 20分

霧多布神社
電話 0153-62-2426

釧路駅から徒歩 3分

釧路市水産課
電話 0154-22-0191

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」を、毎日20食限定、税込550円で
＿
提供。期間中、鯨料理を注文した方の中から抽選で豪華賞品をプレゼント

釧路市水産課
電話 0154-22-0191

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、特産物が当たる
茶内駅からバス 20分
抽選会、湯沸岬灯台の一般開放他

浜中町観光協会
電話 0153-62-2111

未定

未定

・地産地消標茶マルシェ
・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

実行委員会事務局 JAしべちゃ
電話 015-485-2103

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
厚岸駅から徒歩 10分
開催。

厚岸町商工会
電話 0153-52-3185

10月2日(土)

釧路市立博物館

10:00～15:00
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。

釧路駅からバス 10分

釧路市埋蔵文化財調査センター
電話 0154-43-0739

厚岸町子野日公園

厚岸名産「牡蠣」を主とした味覚祭り。
・殻牡蠣、あさり等の海産物販売
・牡蠣、あさりのつかみどり等のイベント

厚岸駅から車 15分

厚岸観光協会
電話 0153-52-3131

9月

10月2日（土）～11日（土）

未定

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
電話 01547-6-2231

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(中止)
・まりもを迎える、まりもを護る儀式(中止)
・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
電話 0154-67-3200

10月9日（土）～12月8日（水）

北海道立釧路芸術館 展示室

日本画家・羽生輝（1941年生）は、幼少時に東京から移り住んだ釧路
を拠点に、岬や浜辺、湿原など道東を中心とした北国の風土をみつめ、描
き続けてきました。重厚で鋭いタッチのうちに、ゆたかな抒情を滲ませた深遠
釧路駅から徒歩 15 分
な絵画世界を、初期から近作に至る代表作約60点とともに、少年期の作
品、紙本作品、海外取材作品等により回顧します。
＊会期半ばで、出品作品の一部を展示替えします。

北海道立釧路芸術館
電話 0154-23-2381

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
・子ども向けイベント、大抽選会

浜中駅から徒歩 16分

浜中町農業協同組合
電話 0153-65-2141

10月上旬（日曜日）

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、来場者参加ゲーム他

釧路駅からバス 50分

昆布森漁業協同組合、釧路町観光協会
電話 0154-63-2311、0154-62-2193

89 しらぬか 秋の収穫祭

10月上旬 もしくは 10月中旬

道の駅 しらぬか恋問

白糠の食材を堪能できるイベント
・白糠町のグルメ実演販売、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
電話 01547-5-3317

90 ムックリ（口琴）を作ろう

10月16日（土）

塘路湖エコミュージアムセンター

13：30～15：00 参加費300円（材料費） アイヌの人たちが使って
いた楽器、ムックリを作って、その音色を楽しみましょう。

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

10月17日（日）

釧路市立博物館

8：00～10：00 ☂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。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ 釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

中止 くしろ健康まつり2021

10月17日（日）

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

釧路市健康推進課
電話 0154-31-4524

93 秋の紅葉を見に行こう

10月17日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
🍁色づいた木々や実を見つけてみましょう。

94 大人のための星空さんぽ

10月23日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（通常の番組はお休みします）

95 晩秋の湿原 野鳥観察会

10月23日（土）

塘路湖エコミュージアムセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00 定員10名
越冬のため釧路湿原に渡ってきた野鳥を散策しながら観察します。

96 黒曜石ナイフを使ってみよう

11月3日(水)

釧路市立博物館

10:00～15:00
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。

塘路湖エコミュージアムセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00 定員10名
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）
白糠駅から車 5分

白糠町教育委員会 社会教育課
電話 01547-2-2287

中止 北のビーナスBBQまつり

一部
第72回まりも祭り
中止

86

傘寿記念 日本画家 羽生輝展
悠久の岬を望む

87 浜中秋ど真ん中祭2021

88

第32回釧路町昆布森みなとまつり
第7回昆布森花火大会

91 春採湖畔探鳥会

97 初冬のキノコ講座🍄

10月3日（日）

10月8日（金）～10日（日）

11月6日（土）

釧路駅から徒歩 15分

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323
釧路駅から徒歩 ８分

釧路市こども遊学館
電話 0154-32-0122
塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

釧路駅からバス 10分

釧路市埋蔵文化財調査センター
電話 0154-43-0739
塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

第30回 白糠釧勝峠駅伝大会
中止
第47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

道東で最後の駅伝大会。完走後に石狩鍋がふるまわれる。
・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

中止 秋の遊園地まつり

11月3日（水）（予定）

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 50分

釧路市動物園
電話 0154-56-2121

100 釧路ししゃもフェア

11月上旬

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
電話 0154-22-3226

101 初冬の植物を見に行こう

11月14日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
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。

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

102 クリスマスリースを作ろう

11月20日（土）

塘路湖エコミュージアムセンター

※事前の申し込みが必要です。13：00～15：00 材料費500円
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。

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

11月20日（土）～12月12日（日）

釧路市立美術館 Bギャラリー

釧路の浜を描き続ける日本画家。羽生輝の生誕80周年を記念し、コレク 釧路駅から徒歩 21 分 (1.7 釧路市立美術館
ションを紹介するとともに、資料などを展示します。
km) 「北大通」経由
電話 0154-42-6116

11月21日（日）

釧路市立博物館

8：00～10：00 ☂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。
💛体調のすぐれない方はご参加をお控えください。感染症の拡大状況によっ 釧路駅からバス 10分
ては事前申込制で開催する場合がございます。最新情報をウェブサイト、
SNS等でご確認ください。

11月23日（火）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（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
電話 0154-32-0122

11月23日（火）～28日（日）

釧路市立美術館 Aギャラリー

一般500円（高校生以下無料）

釧路駅から徒歩 21 分
(1.7 km) 「北大通」経由

釧路市立美術館
電話 0154-42-6116

107 クリスマスリースを作ろう

11月28日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。13：00～15：00 材料費500円
🎄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。

温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

108 シマエナガのフィギュアを作ろう

12月4日（土）

塘路湖エコミュージアムセンター

※事前の申し込みが必要です。13：00～15：00 定員10名
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

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003
温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

103

ミニ企画
羽生輝展

104 春採湖畔探鳥会

105 大人のための星空さんぽ

106

第95回記念道展
第65回釧路移動展

釧路市立博物館
電話 0154-41-5809

109 湿原の「かたち」を見て歩こう

12月5日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
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。

110 第50回 くしろ物産まつり

12月10日（金）～12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
電話0154-31-2011

111 大感謝市

12月上旬

釧路和商市場

宝くじ抽選会他

釧路駅から徒歩 3分

釧路和商協同組合
電話 0154-22-3226

112 白糠水産物産展

12月上旬 もしくは 12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、いくらや筋子などの加工
白糠駅から車 5分
品を日頃の感謝を込めて市価より安く提供する。

代表 山内 敏明
電話 01547-2-2824

12月18日（土）

塘路湖エコミュージアムセンター

※事前の申し込みが必要です。 10：00～12：00 定員10名
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。

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

114 どんと市

12月中旬

釧路和商市場

宝くじ抽選会他

釧路駅から徒歩 3分

釧路和商協同組合
電話 0154-22-3226

115 クリスマスＺＯＯ

12月12日（日）（予定）

釧路市動物園

・スタンプラリー
・トナカイ舎バックヤードツアー他

釧路駅からバス 50分

釧路市動物園
電話 0154-56-2121

116 歳末大売り出し

12月中旬～12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
電話 01547-2-2221

北海道立釧路芸術館 展示室

川や海や湖を形成し、雨、雲、霧といった自然現象の根幹をなし、私たちの
暮らしに欠かせないのが水です。水に魅せられ、水の表現を追究するアーティ
釧路駅から徒歩 15 分
ストも多くいます。本展では水をテーマに当館の所蔵作品をご覧いただきま
す。

北海道立釧路芸術館
電話 0154-23-2381

12月24日（金）～3月31日（木）

北海道立釧路芸術館 展示室

小宮伸二(1961年生まれ）は、函館を拠点に活動する現代美術家。コレ
クション展「水からはじまるアート」にあわせて、水をモティーフとするインスタレー
釧路駅から徒歩 15 分
ションを発表します。水のゆらめきがひろがる静謐な空間を、ぜひご体験くださ
い。

北海道立釧路芸術館
電話 0154-23-2381

12月25日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（通常の番組はお休みします）

113

塘路フィールドウォッチング
～初冬編～

コレクション展
117
水からはじまるアート

118

コレクション展・同時開催
小宮伸二 YURAGI／ゆらぎ

119 大人のための星空さんぽ

12月24日（金）～3月31日（木）

釧路駅から徒歩 ８分

釧路市こども遊学館
電話 0154-32-0122

120 歳の市

12月下旬

釧路和商市場

つかみ取り抽選会他

釧路駅から徒歩 3分

釧路和商協同組合
電話 0154-22-3226

121

第34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
電話 0154-67-3200

122

第3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
電話 0154-67-3200

123

第6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
電話 0154-67-3200

124

第66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
電話 0154-67-3200

125 2022年 初日の出を見る会

1月1日（土）

多和平特設会場

地平線の見える大牧場「多和平」で、
雄大な地平線から昇る初日の出を楽しむ。

標茶駅から車 20分

標茶町観光協会
電話 015-485-2264

126 あったか初日の出

1月1日（土）

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。

1月1日（土）～3月31日（木）

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

1月4日（火）～2月6日（日）

釧路市立美術館 Aギャラリー

当館に収蔵されるコレクションの名品とともに、近年にコレクションに加わった
新収蔵品を合わせて展示。幅広いジャンルから作品を紹介します。

釧路駅から徒歩 21 分 (1.7 釧路市立美術館
km) 「北大通」経由
電話 0154-42-6116

129 連凧を作って揚げよう

1月8日（土）

塘路湖エコミュージアムセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00 定員10名
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

130 恋問館初売り

1月上旬

道の駅 しらぬか恋問

・餅つき、雑煮無料配布
・漁協福袋配布、テナントによるタイムセール他

1月16日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00
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。

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
電話 0154-67-3200

・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
電話 0154-41-6922(岡本)

釧路駅から徒歩 ８分

釧路市こども遊学館
電話 0154-32-0122

127 あいすランド阿寒

128

コレクション展
名品選+新収蔵品展

131 湿原アニマルトラッキング

132

第44回 北海道スポーツ少年団ス
ピードスケート大会

霧多布湿原センター
電話 0153-65-2779
（有）広大
電話 0154-67-2057

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003
白糠駅から車 15分

白糠町振興公社
電話 01547-5-3317
温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

133 第18回 啄木・雪あかりの町・くしろ

1月21日（金）

南大通、入舟、大町界隈

134 大人のための星空さんぽ

1月22日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（通常の番組はお休みします）

135 第24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

136 SL冬の湿原号

1月下旬～2月下旬

2000年（平成12年）1月8日から運行している、蒸気機関車 (SL) 牽
釧網本線釧路駅 - 標茶駅・川湯温 引による臨時列車です。自然の景色の中でエゾシカやタンチョウツル、オオワ
釧路駅発
泉駅間
シなども写真を撮るチャンスもあり、また列車の編成の中にカフェカーもあり大
変人気があります。

第44回阿寒湖氷上フェスティバル
137 （阿寒湖温泉旅館組合主催花火
大会）

2月1日（火）～3月2日（水）

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、 釧路駅からバス 120分
期間中毎日、花火が打ち上げられる。（花火大会のみ3月中旬まで）
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
電話 0154-67-3200

138 釧路湿原フィールドウォッチング

2月5日（土）

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

塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003

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
白糠駅から車 5分
アイディア料理を持ち寄り紹介する。

事務局 白糠町商工会内
電話 01547-2-2345
JR北海道釧路駅
電話 0154-24-3176

139 くしろ冬まつり2022

140

MOO氷まつり
（くしろ冬まつり共催イベント）

2月5日（土）・2月6日（日）

釧路市観光国際交流センター前庭

釧路の冬を飾る一大イベントです。
・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
電話 0154-47-0808

2月5日（土）・2月6日（日）

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
電話 0154-23-0600
釧路市障がい福祉課
電話 0154-31-4537
温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

141 釧路市障がい者芸術作品展

2月5日（土）・2月6日（日）

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（冬まつり終了後、釧路市役所、阿寒町公民館、音別町行
釧路駅から徒歩 15分
政センター、イオンモール釧路昭和店にて巡回展の開催及び北大通各銀
行、釧路市中央図書館にて特別展示の開催）

142 アイヌの自然観～カムイ編～

2月6日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。 10：00～12：00
湿原の動物の痕跡を観察しながらアイヌ民族と「カムイ」について学びます。

鶴居村総合センター前庭

・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

第16回全日本長ぐつアイスホッケー
144 選手権大会兼第34回北海道長ぐつ 2月上旬
アイスホッケー選手権大会

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
釧路駅からバス 30分
強豪が一堂に会し熱戦を繰り広げる。

釧路町教育委員会社会教育課
電話 0154-62-2301

145 冬の動物園まつり

1月下旬～2月上旬(予定）

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
電話 0154-56-2121

2月19日（土）～3月20日（日）

釧路市立美術館 Bギャラリー

人の姿や群像の表現など、「人」をテーマとした作品を展示します。

釧路駅から徒歩 21 分
(1.7 km) 「北大通」経由

釧路市立美術館
電話 0154-42-6116

2月19日（土）～2７日（日）

釧路市立美術館 Aギャラリー

釧路を拠点に活躍する作家の最新作が集まります。(絵画・彫刻・工芸)

釧路駅から徒歩 21 分
(1.7 km) 「北大通」経由

釧路市立美術館
電話 0154-42-6116

2月26日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（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
電話 0154-32-0122

3月3日（木）

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
電話 0154-41-4485
塘路湖エコミュージアムセンター
電話 0154-487-3003
温根内ビジターセンター
電話 0154-65-2323

143

146

第34回 鶴居村タンチョウフェスティバ
2月上旬
ル

コレクション展
ヒトのかたち

147 第69回釧路郷土作家展(美術)

148 大人のための星空さんぽ

149

厳島神社 人形供養祭
（人形まつり）

150 釧路湿原フィールドウォッチング

3月5日（土）

塘路湖エコミュージアムセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00 定員10名
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。

151 湿原の裏山でスノーシューハイク

3月6日（日）

温根内ビジターセンター

※事前の申し込みが必要です。10：00～12：00 定員10名
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。

釧路駅からバス 50分
車 45分

実行委員会 鶴居村産業振興課内
電話 0154-64-2114

152

第100回全日本スキー選手権大会
3月上旬
アルペン競技技術系

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
電話 0154-67-3200

153

第69回釧路郷土作家展(書道・写
3月12日（土）～20日（日）
真)

釧路市立美術館 Aギャラリー

釧路を拠点に活躍する作家の最新作が集まります。

釧路駅から徒歩 21 分
(1.7 km) 「北大通」経由

釧路市立美術館
電話 0154-42-6116

3月中旬

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
電話 0154-67-3200

第11回 ゴールドウィンカップ阿寒スラ
3月中旬
ローム大会

国設阿寒湖畔スキー場

FIS公認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
電話 0154-67-3200

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
10ｋｍ－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）
電話 090-5229-6499

157 大人のための星空さんぽ

3月26日（土）

16：00～16：45🌌翌月の星空の見どころや、最近の宇宙・天文ニュー
釧路市こども遊学館 プラネタリウムス
スを45分間の生解説でご紹介します。
ターエッグ
（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
電話 0154-32-0122

158 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

釧路駅からバス 70分
釧路空港からバス 30分

事務局 坂本電話
電話 0154-66-2311

2022全日本ジュニアスキー選手権
154 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
155

156 第43回 白糠町ロードレース大会

丹頂感謝祭

