★動物園オリジナルカレンダープレゼント
とき
ところ
内容

12月1日(土)
釧路市動物園
毎年好評をいただいている釧路市動物園オリジナルカレンダーを
先着100組にプレゼント！
0154-56-2121(釧路市動物園)
http://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

問い合わせ先

★ホッキョクグマお誕生会
とき
ところ
内容
問い合わせ先

12月2日(日)
釧路市動物園
12月生まれの「ミルク」と「キロル」をみんなで祝いましょう！
0154-56-2121(釧路市動物園)
http://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

★第47回くしろ物産まつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

12月14日(金)～12月16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、サービスコーナー ほか
0154-31-2011(釧路市物産協会)

★ハーバリウム霧多布
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★VR体験《北海道おすすめ観光スポットVR tour》
とき
ところ
内容
問い合わせ先

問い合わせ先
12月15日(土) 13:30～15:30
釧路市立博物館 講堂
アイヌの楽器「ムックリ」を製作し、演奏方法も学びます。
対象::小学4年生以上、定員:10名、参加費:500円(材料費)
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

問い合わせ先

★クリスマスZOO
とき
ところ
内容
問い合わせ先

12月16日(日)
釧路市動物園
トナカイ舎見学会、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/

★おそなえもちをつくろう
とき
ところ
内容

12月22日(土) 10:30～12:30
釧路市立博物館 講堂
楽しくおそなえもちをつくりましょう。
参加費：100円、定員：70名(小中学生と保護者)
12月5日(水)より電話受付開始
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

問い合わせ先

★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

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)
http://www.pekita.net/

問い合わせ先

★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)
http://www.kushiro-artmu.jp/

★大感謝市
とき
内容

12月7日(金)～12月9日(日)
販売、富くじ抽選会 ほか

12月8日(土)、9日(日) 10:00～12:00、14:00～16:00
釧路市立博物館 マンモスホール
釧路地域も含めた北海道の景勝地や博物館の映像を、
360度体験できるイベントです。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★冬の植物を見に行こう
とき
ところ
内容

12月9日(日) 10:00～12:00
温根内ビジターセンター
湿原の植物はどうやって寒い冬を乗り越えるのか？
様々な植物の越冬作戦を観察します。
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/

★アイヌの楽器「ムックリ」製作体験
とき
ところ
内容

12月1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)

★第43回白糠水産物物産展
とき
ところ
内容
問い合わせ先

12月15日(土) 9:00～(予定)
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、
イクラや筋子などの加工品を販売。
01547-2-2824(山内水産)

★釧路の漁師が贈る
とき
ところ
内容
問い合わせ先

第8回冬の味覚とれたて市

12月16日(日) 8:00～11:00(予定)
釧路市漁業協同組合特設会場
水産物販売提供
0154-53-8181(釧路市漁業協同組合総合流通センター)

★第10回しらぬか特産フェア
とき
ところ
内容
問い合わせ先

12月16日(日)
道の駅しらぬか恋問
目玉商品の毛ガニのほか、ホッキやシシャモなどの水産品を販売。
01547-2-2221(事務局(白糠漁業協同組合))

★エコミュークリスマス会
とき
ところ
内容
問い合わせ先

12月23日(日)
阿寒湖畔エコミュージアムセンター
地元の子供たちを対象にしたクリスマス会。
絵本の読み聞かせなどを行います。
料金:無料、定員:30名
0154-67-4100(阿寒湖畔エコミュージアムセンター)
http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

★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/

★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/

★どんと市
とき
内容

12月14日(金)～12月16日(日)
販売、富くじ抽選会 ほか

★歳の市
とき
内容

12月22日(土)～12月24日(月)
販売、つかみ取り抽選会 ほか

ところ
問い合わせ先

釧路和商市場
0154-22-3226(釧路和商協同組合)

★Loveくしろイルミネーション
とき
ところ
内容
問い合わせ先

12月6日(木)～3月上旬(予定)
幣舞広場
幣舞広場を綺麗に、美しくライトアップします。
0154-41-4141(釧路商工会議所青年部)

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

★阿寒湖アイヌシアターイコロ興行

★摩周湖星紀行
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

とき
ところ
内容
問い合わせ先

問い合わせ先

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

とき
ところ
内容

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/

★ルパン三世ラッピングトレイン運行

★摩周湖霧氷ツアー
とき
ところ
内容

12月22日(土)～2月28日(木)
弟子屈町
冬になると霧の水蒸気が木々に付着し凍り、
枝先まで真っ白な『霧氷』と呼ばれる
美しい姿が見られます
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)
https://tourism-teshikaga.co.jp/

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・国際等 大会情報★
★第30回全道ユース(U-15)フットサル大会 兼
第24回全日本ユース(U-15)フットサル大会北海道大会
とき
ところ
主催者

12月8日(土)～12月9日(日)
湿原の風アリーナ釧路
(公財)北海道サッカー協会 他

★第1回フィッシャーカップ阿寒スラローム大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

12月17日(月)～12月18日(火)
国設阿寒湖畔スキー場
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会
0154-67-3200((NPO)阿寒観光協会まちづくり推進機構)

★第31回ゴールドウィンカップ阿寒スラローム大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

12月16日(日)～12月17日(月)
国設阿寒湖畔スキー場
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会
0154-67-3200((NPO)阿寒観光協会まちづくり推進機構)

★第3回セコマカップ阿寒スラローム大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

12月18日(火)～12月19日(水)
国設阿寒湖畔スキー場
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会
0154-67-3200((NPO)阿寒観光協会まちづくり推進機構)

★第97回全日本スキー選手権大会 アルペン競技会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

12月25日(火)～12月28日(金)
国設阿寒湖畔スキー場
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会
0154-67-3200((NPO)阿寒観光協会まちづくり推進機構)

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

