★ハーバリウム霧多布
とき
ところ
内容

11月3日(土･祝)(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。

★秋の遊園地まつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

11月4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/

★第27回白糠釧勝峠駅伝大会 兼
第44回白糠町駅伝競走大会
とき
ところ
内容
問い合わせ先

11月4日(日)
白糠町総合体育館他
完走後に石狩鍋が振る舞われます。
01547-2-2287(白糠町社会福祉センター)

★シマエナガ写真展「シマエナガさんの12ヶ月」
とき
ところ
内容
問い合わせ先

10月6日(土)～11月4日(日)
釧路市立博物館 マンモスホール
入場料無料
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)

★倉本聰の仕事と点描画展
とき
ところ
内容
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
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★定期観光バス「ピリカ号」運行
とき
ところ
内容

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)

★春採湖畔探鳥会
とき
ところ
内容
問い合わせ先

11月18日(日) 8:00～10:00
釧路市立博物館前 集合
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？
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★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

11月20日(火)～11月25日(日)
釧路市立美術館
北海道でもっとも長い歴史を持つ公募展「道展」。
今年も最優秀作品を筆頭に、全道から選りすぐりの作品が
一堂にそろいます。
0154-42-6116(釧路市立美術館)

問い合わせ先

問い合わせ先

11月18日(日)～11月25日(日) 11:00～16:00
ヒッコリーウィンド
全国より集められた選りすぐりの陶器を展示販売いたします。
090-8078-7777(ヒッコリーウィンド:毛利)
https://www.facebook.com/Wildernesslodge.Hickorywind/

クリスマスリースを作ろう
とき
ところ
内容
問い合わせ先

11月24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の自然の素材を使ってリースを作ります。
定員10名 500円(材料費)
015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター)

★クリスマスリースを作ろう
とき
ところ
内容

問い合わせ先

11月25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。
定員15名 500円(材料費)
0154-65-2323(温根内ビジターセンター)

★美術館×FMくしろ Path-Artの仲間たち 富田俊明＆守章
とき
ところ
内容
問い合わせ先

11月17日(土)～12月23日(日)
釧路市立美術館
北海道で制作をつづける様々な作家を紹介するFMくしろの
アート番組「Path-Art」と、美術館の協力企画展です。
0154-42-6116(釧路市立美術館)

★川瀬敏夫
とき
ところ
内容
問い合わせ先

作品展

11月16日(金)～1月16日(水)
北海道立釧路芸術館
本展では、ライフワークとなった「人たち」シリーズをはじめ、
50年にわたる画業を回顧します。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)

11月18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「地形」にスポットを当てます。
定員15名 無料
0154-65-2323(温根内ビジターセンター)

第13回 村山秋の味覚市
とき
ところ
内容

★ヒッコリーウィンド秋の陶器市 2018
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/

★地形を見て歩く！湿原探索
とき
ところ
内容

★第93回道展第63回釧路移動展
とき
ところ
内容

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/

問い合わせ先

11月23日(金) 10:00～13:30
厚岸味覚ターミナル･コンキリエ
厚岸町の友好都市である山形県村山市のりんごやお米などの
特産品や料理の販売･提供を行います。
また、両市町の特産品が当たる抽選会を実施します。
0153-52-3131(厚岸町まちづくり推進課商工雇用推進係)

★特別講演会「安藤誠の世界」
とき
内容

11月23日(金) 開場19:00 開演19:30
『道東の自然』前座：毛利健太

とき
内容

11月24日(土) 開場19:00 開演19:30
『ミャンマー』前座：小川浩司

とき
内容

11月25日(日) 開場19:00 開演19:30
『アラスカ』前座：山田佳奈

ところ
料金
問い合わせ先

ヒッコリーウィンド
1日参加：1,500円、2日参加：2,500円、3日参加：4,000円
090-8078-7777(ヒッコリーウィンド:毛利)
https://www.facebook.com/Wildernesslodge.Hickorywind/

★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/

★芸術館コレクション 1998-2018
とき
ところ
内容

問い合わせ先

11月16日(金)～1月16日(水)
北海道立釧路芸術館
釧路芸術館は開館20周年を迎えます。現在139件･679点の作品を
所蔵しています。これらの中からとっておきの名品を選りすぐって
ご紹介します。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/
（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

★イピシシプのある生活～アイヌとイラクサとのかかわり～
とき
ところ
内容
問い合わせ先

11月10日(土)～1月20日(日)
釧路市立博物館
イラクサの加工法やイラクサ製資料を展示し、アイヌ文化における
イラクサ利用について紹介します。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

問い合わせ先

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/

★摩周湖星紀行

★第11回 釧路ししゃもフェア
とき
ところ
内容

★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

11月中旬(予定)
各飲食店及び和商市場
釧路の飲食店が、自慢のししゃも料理を提供し、
本場ならではの旬の味と会えます。
また期間中、和商市場では小学生の｢ししゃも早串刺し大会｣や、
ししゃもの即売会も催されます。
0154-22-0211((株)北日本広告社)

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/

★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

★厚岸蒸溜所見学ツアー
とき
ところ
内容
問い合わせ先

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/

★全道・全国・国際 大会情報★
★第71回北海道高等学校バスケットボール選手権 兼
全国高等学校バスケットボール選手権大会北海道予選会
とき
ところ
主催者

11月1日(木)～11月4日(日)
湿原の風アリーナ釧路
(一財)北海道バスケットボール協会 他

★第70回北海道地区技術･家庭科教育研究会釧路大会
とき
ところ
主催者

11月7日(水)
釧路市生涯学習センター、釧路市春採中学校、釧路市鳥取西中学校
全日本中学技術･家庭科教育研究会、北海道技術･家庭科教育研究会、
北海道技術･家庭科教育研究会釧路支部

★2018年度全道青年部･後継者部会inくしろ
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

11月9日(金)
釧路プリンスホテル
(一社)北海道中小企業家同友会
0154-31-0923((一社)北海道中小企業家同友会くしろ事務所)

★第60回北海道音楽教育研究大会釧路大会
とき
ところ
主催者

11月2日(金)
釧路市中央小学校、釧路市鳥取西中学校、釧路明輝高等学校、
釧路市生涯学習センター
北海道音楽教育連盟、北海道高等学校音楽教育研究会、
全日本音楽教育研究会北海道支部

★エンジン01文化戦略会議オープンカレッジin釧路
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

11月2日(金)～11月4日(日)
釧路公立大学、コーチャンフォー釧路文化ホール
エンジン01文化戦略会議オープンカレッジin釧路実行委員会
0154-31-4579(釧路市教育委員会 生涯学習課)

★第15回全国高等学校専門学校デザインコンペティション
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

11月10日(土)～11月11日(日)
釧路市観光国際交流センター
全国高等専門学校連合会
0154-57-7224(釧路工業高等専門学校 学生課学生支援係)

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

