★釧路市立博物館館報 65年の歴史
とき
ところ
内容

問い合わせ先

1月27日(土)～4月1日(日)
釧路市立博物館 マンモスホール
60年以上に渡って発行されてきた博物館館報。
その表紙を飾った写真の中から釧路の歴史を物語るものを
紹介します。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

4月7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、採集し、押し花標本を作る。
0153-65-2779(霧多布湿原センター)l

問い合わせ先

4月14日(土)～6月13日(水)
北海道立釧路芸術館
札幌市在住の写真家八戸耀生。熱気球を利用した空撮写真の他
北海道の生き物たちなど創造的な写真表現を紹介します。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

問い合わせ先

4月15日(日)
釧路市立博物館前 集合 ※参加無料
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/

ところ
内容
問い合わせ先

第一期 4月21日(土)～5月13日(日)
第二期 5月19日(土)～6月10日(日)
北海道立釧路芸術館
美術に対する愛情によって、作品を集めてきた市民の方々の
市民コレクションを、第一期、第二期に分けて紹介します。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

4月22日(日)
釧路市動物園
コイン式を除く遊具無料。
0154-56-2121(釧路市動物園)
http://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

★阿寒湖砕氷帯観光遊覧
4月21日(土)～4月28日(土)(予定)
阿寒湖
日本で唯一、砕氷帯の遊覧ができる阿寒湖で観光遊覧船の運航
0154-67-2511((株)阿寒観光汽船)
http://ja.kushirolakeakan.com/things_to_do/todo_category/event/

4月28日(土) 8:00～16:00(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(釧路港おもてなし倶楽部)
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kushiro/club/

★北加伊道･松浦武四郎のエゾ地探検
とき
ところ

4月7日(土)～6月3日(日) 9:30～17:00
釧路市立博物館 マンモスホール ※入場無料

★旅の大師匠 松浦武四郎殿に惚れて〈講演会〉
とき
ところ

①5月14日(月) 13:30～15:30
①釧路市立博物館 講堂

内容

作者 関屋敏隆氏が描く、絵本原画の企画展です。
関屋氏本人による講演会も開催されます。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

問い合わせ先

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

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

4月21日(土)～4月22日(日)
釧路市立博物館前 ※参加無料、申込不要
釧路をより知っていただくために、釧路の自然や歴史などを
博物館学芸員がお話しします。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

4月28日(土)～5月6日(日)
釧路市動物園
ステージショー、ヒツジの毛刈り体験、スタンプラリー ほか
0154-56-2121(釧路市動物園)
http://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

4月29日(日・祝)
阿寒湖
観光オープニングセレモニー、観光安全祈願祭、遊覧船就航式 ほか
0154-67-3200(NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構)
http://ja.kushiro-

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)
https://www.akanainu.jp/

4月29日(日･祝) 6:00～17:30
釧路川
カヌーイスト憧れの川を二人乗りカナディアンカヌーに乗って
漕ぎ抜く、日本最長のカヌーマラソン。
0154-91-7957(釧路川１００ｋｍカヌーマラソン実行委員会)
http://kushiro100kmcanoe.web.fc2.com/index.html

★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

②5月14日(月) 18:30～20:00
②弟子屈町公民館

★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

野鳥観察会

4月21日(土) 10:00～12:00
シラルトロ湖･蝶の森周辺 (集合:憩の家かや沼駐車場)
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。 定員15名 無料
015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター)
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

★第２6回釧路川１００ｋｍカヌーマラソン

★フォーレンダム入港

問い合わせ先

とき
ところ
内容

★阿寒湖水開き2018

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

4月15日(日) 10:00～12:00
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。 定員15名 無料
0154-65-2323(温根内ビジターセンター)
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

★春の動物園まつり

★春の遊園地まつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

とき
ところ
内容

★展示解説 ようこそ釧路へ

★〈我が家の名品〉展
とき

ホッキまつり

4月7日(土)～4月8日(日)
霧多布湿原ナショナルトラスト(旧琵琶瀬小学校)
ご当地ホッキ料理販売、雑貨販売、乗馬体験 等
090-1380-5150(「春はあげもの」実行委員会(渡辺))
https://www.facebook.com/hamanaka.kiritappu/

★早春の湿原

★春採湖畔探鳥会
とき
ところ
内容

とき
ところ
内容
問い合わせ先

★春の足音を聴きに行こう

★八戸耀生 写真展
とき
ところ
内容

問い合わせ先

4月7日(土)～5月6日(日)
釧路市立美術館
釧路市民へ国内外の美術を紹介し、増田誠や小林一雄など
釧路にゆかりのある作家たちの発表の場を支え続けた
画廊の仕事をたどる展覧会です。
0154-42-6116(釧路市立美術館)
http://www.pekita.net/

★春はあげもの

★ハーバリウム霧多布
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★釧路の美術を支えた画廊の仕事
とき
ところ
内容

4月21日(土)～6月30日(土)
阿寒湖アイヌシアターイコロ
着火式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、伝統の儀式で魅了する
0154-67-2727(阿寒アイヌ工芸協同組合)
http://www.akanainu.jp/

★あさり掘り体験ツアー
とき
ところ
内容
問い合わせ先

4月1日(日)～7月15日(日)
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)
0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル コンキリエ)
http://www.conchiglie.net/tour/

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

★定期観光バス「ピリカ号」運行

★摩周湖星紀行
とき
ところ
内容

問い合わせ先

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

★くしろ湿原ノロッコ号運行

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

とき
ところ
内容

★厚岸蒸溜所見学ツアー
とき

ところ
内容
問い合わせ先

4月26日(木)～11月11日(日)の毎日
釧路～弟子屈～阿寒～釧路
釧路湿原北斗展望台、摩周湖、硫黄山、屈斜路湖、
阿寒湖を巡るバスツアー(要予約)
0154-37-2221(阿寒バス)

4月1日(日)、14日(土)、28日(土)、29日(日)、30日(月)、
5月1日(火)、2日(水)、4日(金)、5日(土)、6日(日)、
13日(日)、26日(土)
6月以降は「コンキリエ」ホームページ参照
厚岸蒸溜所
厚岸蒸溜所を見学することができます。
試飲やノベルティのプレゼントもあります。(要予約)
0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル コンキリエ)
http://www.conchiglie.net/tour/

問い合わせ先

4月28日(土)～5月6日(日)
6月2日(土)～4日(月)、8日(金)～30日(土)
釧路本線 釧路駅～塘路湖駅間
湿原の中を走る「ここにしかない大自然」
を楽しむ
0154-24-3176(JR 釧路駅)
https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/kushironorokko/

★ルパン三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

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

★全道・全国・国際 大会情報★
★ドリーム杯第18回未来小学生バレーボール
全道フェスティバル
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

4月28日(土)～4月29日(日･祝)
湿原の風アリーナ 他
全道フェスティバル実行委員会
釧路バレーボール協会

★釧路ひぶなCUP21
『東興電気』オープンジュニアテニス大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

4月21日(土)～4月22日(日)
釧路市民テニスコート
釧路ひぶなテニスクラブ
釧路テニス協会

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

