★ハーバリウム霧多布
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★新緑の湿原 野鳥観察会

6月3日(土)(毎月第1土曜日)
霧多布湿原センター
湿原や森を歩きながら植物を採集し、押し葉標本を作る。
0153-65-2779(霧多布湿原センター)

問い合わせ先

とき
ところ
内容

6月4日(日)
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ましょう。
0154-65-2323(温根内ビジターセンター)
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

問い合わせ先

とき
ところ
内容
問い合わせ先

６月1８日(日)
釧路市音別町 文化会館駐車場
千人鍋(ふき汁)、お楽しみ抽選会 ほか
01547-6-2231(釧路市音別行政センター)

5月28日(日)～6月21日(水)
北海道立釧路芸術館
釧路在住芸術家10名が、それぞれの手法で釧路の魅力を発信。
「折り紙建設設計図の塗り絵」を体験、展示することが
できます。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)

問い合わせ先

6月1８日(日)
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
0154-67-3200(NPO阿寒観光協会）
http://www.lake-akan.com/

★戦没画学生慰霊美術館 無言館

★釧路を描く作家たち 地域の魅力を発信する
とき
ところ
内容

6月13日(火) 8:00～17:00(予定)
耐震岸壁
クルーズ船が入港いたします。入港・出港にあわせて
おもてなしイベントが行われます。
0154-53-3371(おもてなし倶楽部)
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kushiro/club/

★第3２回雄阿寒岳山開き

★北のビーナス蕗まつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月3日(土)
シラルトロ湖・蝶の森周辺(集合：憩の家茅沼駐車場)
新緑が目立ち始めたフィールドを散策しながら、野鳥観察をします。
015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター)
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

★飛鳥Ⅱ入港

★初夏の花を見に行こう
とき
ところ
内容

とき
ところ
内容
問い合わせ先

とき
ところ
内容
問い合わせ先

遺された絵画展

4月28日(金)～6月21日(水)
北海道立釧路芸術館
今から約70年前、戦場に送られ、若くして世を去った数多くの
画学生の遺作・遺品を約130点紹介します。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

http://www.kushiro-artmu.jp/

★第2１回
とき
ところ
内容
問い合わせ先

港 i n 白糠大漁まつり
6月2５日(日)
白糠町 白糠漁港
海産物販売、遊漁体験、遊覧航海、炉端コーナー
01547-2-2221(白糠漁業協同組合)

★釧路市ふれあい広場“2017”
ほか

★スゲ観察会
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月25日(日)
釧路市立博物館
多様な環境に生えるスゲを観察します。
0154-41-5809(釧路市立博物館))
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★第5８回あっけしあやめまつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月2４日(土)～7月２日(日)
厚岸町 原生花園あやめヶ原
約80ｍの断崖絶壁から太平洋を望む
0153-52-3131(厚岸観光協会(厚岸町役場内))
http://akkeshi-kankou.7pm.jp/ayame-festival.htm

とき
ところ
内容
問い合わせ先

★イオマンテの火まつり(春バージョン)
とき
ところ
内容

問い合わせ先

★100Km歩こうよ大会♪ in 摩周・屈斜路 2017

問い合わせ先

6月30日(金)～7月2日(日)
弟子屈町青少年会館
摩周湖と屈斜路湖の周りを一周するコースで、
実際の走行距離は80km
015-483-2101(ツーリズムてしかが)
https://www.100kmwalk.net/

4月21日(金)～6月30日(金)
阿寒湖アイヌシアター イコロ
着火式（カムイノミ・神への祝詞）など神聖な雰囲気の中、
様々な踊りやムックリ、トンコリの演奏、伝統の儀式で
魅了します。
0154-67-2727（阿寒アイヌ工芸協同組合）
http://www.akanainu.jp/

★釧路湿原国立公園指定30周年記念企画展
スゲの世界～初夏のスゲまつり
とき
ところ
内容

問い合わせ先

とき
ところ
内容

6月24日(土)～6月25日(日)
釧路市観光国際交流センター
講演会、ビールパーティー、抽選会、ステージ発表など
0154-24-1742(釧路市社会福祉協議会)

4月29日(土)～6月25日(日)
釧路市立博物館
目立たないけれど海辺から湿原、山地まで、いろいろな種類
が生えている「スゲ」。
スゲの世界を標本、写真、絵で紹介します。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★釧路湿原国立公園指定30周年記念
「釧路湿原クイズラリー」
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月1日(木)～8月31日(木)
温根内ビジターセンター及び塘路湖エコミュージアムセンター
各施設に行かないとわからないクイズに答えてラリーを制覇。
制覇すると記念品が貰えます。
0154-65-2323(温根内ビジターセンター)
015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター)
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

★くしろ湿原ノロッコ号運行
とき
ところ

★てしかが白つつじフェスタ

6月３日(土)～6月5日(月)
6月９日(金)～6月30日(金)
釧路本線 釧路駅～塘路駅間

内容

湿原の中を走る「ここにしかない
大自然」を楽しむ

問い合わせ先

0154-24-3176(JR 釧路駅)
http://www.jrkushiro.jp/norokko2017/

★阿寒湖アイヌシアターイコロ興行
とき
ところ
内容
問い合わせ先

問い合わせ先

5月10日(水)～7月10日(月)
弟子屈町
白つつじ馬車や、
白つつじ・芝桜グルメ、
名湯を堪能できるイベントです。

問い合わせ先

015-482-2200(摩周湖観光協会)
http://www.masyuko.or.jp/pc/gourmet2017_04.html

★つつじヶ原

通年開催
釧路市阿寒町 阿寒湖アイヌシアターイコロ
アイヌ古式舞踊等上演（上演日時等はお問い合わせください。）
0154-67-2727(阿寒アイヌ工芸協同組合)
http://www.akanainu.jp/

★こち亀展～こちら釧路市立美術館内派出所
とき
ところ
内容

とき
ところ
内容

5月20日(土)～7月9日(日)
釧路市立美術館
厳選した貴重な原画約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」の世界観を楽しめます。
0154-42-6116(釧路市立美術館)
http://www.pekita.net/

とき
ところ
内容
問い合わせ先

★摩周・屈斜路雲海ツアー
とき
ところ
内容

問い合わせ先

★ルパン3世ラッピングトレイン運行
とき
ところ
内容

問い合わせ先

4月1日(土)～7月15日(土)
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
厚岸湖畔で育てられた大粒の美味しい
「あさり潮干狩り」をお楽しみ下さい。(要予約:３日前までに)

★別寒辺牛湿原カヌーツーリング
とき
ところ
内容

6月1日(木)～10月10日(火)
弟子屈町
摩周湖第三展望台から日本一大きな屈斜路カルデラに広がる
大雲海を眺めるツアーです。
料金～中学生以上3,000、
小学生2,000円、幼児500円
015-483-2101(ツーリズムてしかが)
http://tourism-

★摩周湖星紀行

通年運行
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。
0154-24-3176(JR釧路駅)
http://www.jrkushiro.jp/lupintrain.html

★あさり掘り体験ツアー
とき
ところ
内容

朝の散策

6月10日(土)～９月10日(日)
弟子屈町 川湯温泉
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
015-483-2060(川湯温泉観光案内所))
http://www.masyuko.or.jp/

5月1日(月)～10月31日(火)
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
別寒辺牛川をインディアンカヌーで川下りし、
湿原を探訪するツアーです。(要予約:３日前までに)

★アザラシウォッチングツアー
とき
ところ
内容

5月1日(月)～10月25日(水)
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
アザラシの生息している大黒島を廻る洋上散歩を
お楽しみください。(要予約:３日前までに)

問い合わせ先

0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル
http://www.conchiglie.net/tour/

コンキリエ)

とき
ところ
内容

通年開催
弟子屈町
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。
料金～中学生以上3,000円、
小学生2,000円、幼児500円

問い合わせ先

015-483-2101(ツーリズムてしかが)
http://tourism-teshikaga.co.jp/mashu-star/

★しらべてみよう春採湖の昆虫
とき
ところ

6月10日(土)
釧路市立博物館 集合

★春採湖畔草花ウォッチング
とき
ところ

6月17日(土)
釧路市立博物館 集合

★春採湖畔探鳥会
とき
ところ

6月18日(日)
釧路市立博物館前 集合

内容

季節ごとに変化する春採湖畔のいきものたちを
観察しませんか？
春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察します。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

問い合わせ先

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

