開催日程や内容が変更になる場合があります！お出かけ前にご確認ください！

★☆★ 第15回釧路大漁どんぱく ★☆★
とき
ところ
内容
問い合わせ先

10月20日(土)～10月21日(日)
釧路市観光国際交流センター ほか
花火の「どん」と食の「ぱく」が目玉の秋の一大イベント
0154-31-1993((一社)釧路観光コンベンション協会)

★釧路すえひろはしご酒大会
とき
ところ
内容

10月3日(水)
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
前売りチケットは延期日にそのままご利用いただけます。
0154-22-0211((株)北日本広告社)

問い合わせ先

★釧路大漁どんぱく花火大会
とき
ところ
内容
問い合わせ先

10月20日(土) 19:00 ※荒天の場合21日(日)同時刻に順延
釧路川河口付近
北海道最大の3尺玉が目玉の花火大会
0154-31-2728(北海道新聞釧路支社事業担当)

http://www.kushiro-kankou.or.jp/donpaku/
http://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/2568/

★ハーバリウム霧多布
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★ペンケトー･パンケトー自然探勝会
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★しらぬか
とき
ところ
内容
問い合わせ先

秋の収穫祭

10月７日(日)
道の駅 しらぬか恋問
白糠の食材を堪能出来るイベント。 特産品の販売 ほか
01547-5-3317(白糠町振興公社)

★北のビーナス BBQまつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

10月7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
01547-6-2231(釧路市音別町行政センター地域振興課)

★エビイロ・ウィークエンド
とき
ところ
内容
問い合わせ先

9月21日(金)～10月8日(月)
弟子屈町内飲食店 12店舗
弟子屈町でしか味わえない、ワイン「葡萄色の旦」、
地場産食材のオリジナル料理を楽しめます。
015-482-2936(弟子屈町ブドウ･ブドウ酒研究会)

10月7日(日)
阿寒湖畔エコミュージアムセンター
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。
料金:6,500円、定員:10名
0154-67-4100(阿寒湖畔エコミュージアムセンター)
http://www8.plala.or.jp/akan-eco/

★ザリガニウォッチング2～ニホンザリガニ編～
とき
ところ
内容
問い合わせ先

※北海道胆振東部地震の影響により釧路大漁どんぱく各イベントについて、
「釧路すえひろはしご酒大会」、「釧路大漁どんぱく花火大会」は、
上記のとおり延期となり、
「農業農村フェアinKUSHIRO」、「いい味イキイキくしろ」、
「釧路Oh!!さかなまつり」は、中止となりました。

10月6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)

10月7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。 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/

★第30回釧路町昆布森みなとまつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

10月21日(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 ほか
0154-63-2311(実行委員会(昆布森漁業協同組合))

★釧路市動物園
とき
ところ
内容
問い合わせ先

開園記念日

10月7日(日)
釧路市動物園
入園料無料、幼児･児童動物画コンクール表彰式
0154-56-2121(釧路市動物園)

http://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

★くしろ湿原ノロッコ号運行
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月8日(金)～9月3日(月)、
9月7日(金)～10月8日(月)
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)

★千本タイマツ－マリモの護り火－
とき
ところ
内容
問い合わせ先

9月1日(土)～10月9日(火)
阿寒湖温泉街
たいまつを持って温泉街のそぞろ歩きを楽しんだ後は、
大型オブジェとそのたいまつで彩るロングランイベント
0154-67-3200(NPO阿寒湖観光協会まちづくり推進機構)
http://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/2568/

★第69回まりも祭り
とき
ところ
内容
問い合わせ先

10月8日(月)～10月10日(水)
阿寒湖岸園地 アイヌコタン
まりも生育地見学会、まりもを迎える儀式、タイマツ行進
まりもを護る儀式、まりもを送る儀式
0154-67-3200(NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構)

★摩周・屈斜路雲海ツアー
とき
ところ
内容

問い合わせ先

6月1日(金)～10月10日(水)
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3,500、
小学生2,500円、幼児500円
015-483-2101(ツーリズムてしかが)
https://tourism-teshikaga.co.jp/

★第56回あっけし牡蠣まつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

10月6日(土)～10月14日(日)
子野日公園(厚岸町奔渡6丁目9番)
殻牡蠣、あさり等の海産物販売・つかみどり
0153-52-3131(厚岸観光協会)
https://www.akkeshi-town.jp/kanko/event/kaki/

★シマエナガ写真展「シマエナガさんの12ヶ月」

★ONSEN ガストロノミーウォーキングin川湯温泉
とき
ところ
内容

問い合わせ先

10月14日(日)
申込期限：9月30日(日)まで
弟子屈町
弟子屈町の観光(めぐる)、食材(たべる)、温泉(つかる)が贅沢にギュッと
つまったイベントです。弟子屈町を堪能しませんか？
一般3,000円、小学生～高校生2,000円
015-482-2200((一社)摩周湖観光協会)
http://www.masyuko.or.jp/eco/

とき
ところ

★シマエナガ写真展 講演会
10月14日(日) 13:30～15:30
釧路市立博物館 講堂
参加費無料

内容

一年中北海道で暮らしている小鳥「シマエナガ」の四季の生活
について、写真を通して紹介します。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★ムックリ(口琴)を作ろう

問い合わせ先

10月20日(土) 13:00～15:00
塘路湖エコミュージアムセンター
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。
定員15名 料金300円(材料費)
015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター)
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

★くしろ健康まつり2018
とき
ところ
内容
問い合わせ先

10月21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、各種ブース、フロアイベント
0154-31-4524(釧路市健康推進課)

入場料無料

とき
ところ

問い合わせ先
とき
ところ
内容

10月6日(土)～11月4日(日)
釧路市立博物館 マンモスホール

★晩秋の湿原
とき
ところ
内容

問い合わせ先

野鳥観察会

10月27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)
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。
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/

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

★春採湖畔探鳥会
とき
ところ
内容

問い合わせ先

★倉本聰の仕事と点描画展

10月21日(日) 8:00～10:00
釧路市立博物館前 集合
参加費無料
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/

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)

★第43回釧路市民文化展
絵画で国立公園めぐり－巨匠が描いた日本の自然
とき
ところ
内容
問い合わせ先

9月23日(日)～11月11日(日)
釧路市立美術館
日本近代洋画史を代表する巨匠たちの手による絵画を展示します。
0154-42-6116(釧路市立美術館)
http://www.pekita.net/

★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

ところ
内容
問い合わせ先

10月6日(土)～8日(月・祝)、13日(土)、14日(日)、20日(土)、
21日(日）、27日(土)、28日(日）
11月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日)、
24日(土)、25日(日)
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

9月7日(金)～11月7日(水)
北海道立釧路芸術館
釧路･根室管内の町村が所蔵する絵画や彫刻、書、民具など
町の歴史や個性を紹介するシリーズの第4弾。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

★イオマンテの火まつり(秋バージョン)
とき
ところ
内容
問い合わせ先

9月1日(土)～11月30日(金)
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
歌と舞踊を堪能。（一部休演日あり）
0154-67-2727(阿寒アイヌ工芸協同組合)
http://www.akanainu.jp/

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3,500円、
小学生2,500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/

★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

5月1日(火)～10月31日(水)
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)

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/

★コーラル・プリンセス入港
とき
ところ

★別寒辺牛湿原カヌーツーリング
とき
ところ
内容

とき
ところ
内容

★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

★厚岸蒸溜所見学ツアー
とき

問い合わせ先

9月7日(金)～11月7日(水)
北海道立釧路芸術館
富良野を拠点にテレビや映画の名作を世に送り出してきた、
脚本･演出家 倉本聰の脚本原稿、スケッチ、点描画などを紹介します。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

★〈我が町お宝〉展 － 別海町から

★定期観光バス「ピリカ号」運行
とき
ところ
内容

とき
ところ
内容

10月5日(金) 7:00～18:00(予定)
西港第４埠頭

★アムステルダム入港
とき
ところ

10月14日(日) 8:00～17:00(予定)
耐震岸壁

★ぱしふぃっくびいなす入港

★アザラシウォッチングツアー
とき
ところ
内容

5月1日(火)～10月25日(木)
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/

とき
ところ

10月14日(日) 10:00～19:00(予定)
中央埠頭(予定)

内容

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)

問い合わせ先

コンキリエ)

★全道・全国・国際 大会情報★
★北海道文化連盟第57回全道高等学校理科研究発表大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

10月4日(木)～10月5日(金)
釧路市生涯学習センター
北海道高等学校文化連盟
0154-22-7987(北海道釧路江南高等学校)

★第7回マーシュチャレンジU-12ハンドボール大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

10月7日(日)～10月8日(月)
湿原の風アリーナ釧路
マーシュチャレンジU-12ハンドボール大会実行委員会
0154-52-3331(釧路ハンドボール協会)

★(一財)北海道水泳連盟公認水泳競技大会
第37回道東選手権水泳大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

10月21日(日)
釧路市鳥取温水プール
釧路水泳協会
釧路水泳協会

★北海道学生ハンドボール秋季リーグ戦
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

10月4日(木)～10月7日(日)
湿原の風アリーナ釧路、釧路町総合体育館
北海道学生ハンドボール連盟
0154-52-3331(釧路ハンドボール協会)

★第31回巨木を語ろう全国フォーラム北海道・釧路大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

10月13日(土)～10月14日(日)
阿寒湖アイヌシアター イコロ
第31回巨木を語ろう全国フォーラム北海道･釧路大会実行委員会
0154-67-2505(釧路市産業振興部阿寒観光振興課)

★北海道教育大学附属釧路小学校・中学校・教育研究会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

10月31日(水)
北海道教育大学附属釧路小学校、北海道教育大学附属釧路中学校
北海道教育大学、北海道教育大学附属釧路小学校、
北海道教育大学附属釧路中学校
0154-91-6322(北海道教育大学附属釧路小学校)

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

