★2019年 初日の出を見る会
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月1日(火)
多和平特設会場
地平線の見える大牧場「多和平」で、雄大な地平線から
昇る初日の出を楽しむ。
015-485-2264(標茶町観光協会)

1月1日(火)
道の駅摩周温泉
太鼓演舞、特産品販売、ジャガイモ詰め放題 ほか
015-482-2500(道の駅摩周温泉)

★新春オリジナルグッズプレゼント
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月3日(木)
釧路市動物園
動物園オリジナルグッズを先着100組にプレゼント！
0154-56-2121(釧路市動物園)
http://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

★連凧を作って揚げよう
とき
ところ
内容

問い合わせ先

1月5日(土) 10:00～12:00
塘路湖エコミュージアムセンター
自作の凧に干支文字やイラストなどを描いて、
新年を迎えた湿原の空に揚げてみましょう。
定員15名 100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/

★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

1月12日(土)、13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/

★イラクサ糸カエカと小物づくり
とき
ところ
内容

問い合わせ先

1月13日(日) 11:00～16:00
釧路市立博物館 講堂
イラクサの繊維から、カエカ(糸づくり)をおこない、
その糸を使ったかわいい小物を作ります。
対象:小学4年生以上、定員:10名、参加費:500円(材料費)
※申込みは12月15日から
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★第2回 まちなかキャンドルロード
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月18日(金)～1月19日(土) 17:00～20:00
釧路市内（駅前･北大通り周辺）
まちなかの5商店街が連携して、メインストリートに2,000本の
キャンドルを設置し、商店街を光でつなぎ包み込みます。
0154-43-9338((株)まちづくり釧路)
http://www.kitaodori.jp/photo.pdf

★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/

★ひょうたん沼スノーハイキング
とき
ところ
内容

問い合わせ先

1月1日(火)
霧多布湿原センター
餅つき、餅まき、福袋販売 ほか
0153-65-2779(霧多布湿原センター)

★厚岸味覚ターミナル･コンキリエ 2019 初日の出鑑賞会

★新春感謝祭
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★あったか初日の出
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

1月1日(火)
厚岸味覚ターミナル･コンキリエ(道の駅厚岸グルメパーク)
ホットミルク(あっけし極みるく65)、甘酒、缶コーヒーの無料配布
カキやアサリなどが当たるお楽しみ抽選会を開催！
日の出鑑賞後には、餅まきも実施
0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル･コンキリエ)
http://www.conchiglie.net/

★恋問館初売り
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月3日(木)
道の駅しらぬか恋問
餅つき、雑煮無料配布、福袋各種販売 ほか
01547-5-3317(白糠町振興公社)

★まが玉をつくろう
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月5日(土)･6日(日) 9:30～16:00
釧路市立博物館 講堂
みんなで楽しくまが玉をつくりましょう。
料金：1個400円(材料費) 〈申込不要〉
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★講演会 漢方と植物(薬草)のお話
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月12日(土) 13:30～15:30
釧路市立博物館 講堂
講師：北海道医療大学 堀田 清 氏が北海道の野生生物を題材に
お話しします。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★湿原アニマルトラッキング
とき
ところ
内容

問い合わせ先

1月13日(日) 10:00～12:00
温根内ビジターセンター
雪の上の足跡や、あちこちに残る痕跡から、
湿原周辺の動物の行動と暮らしについて考えます。
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/

★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/

★第16回 啄木・雪あかりの町・くしろ
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月19日(土)
釧路市内（南大通、入舟、大町界隈）
釧路啄木会 雪あかり講演会、啄木一人百首
屋台や当日限りの限定メニューを扱う店舗 ほか
0154-41-6922(啄木・雪あかりの町・くしろの会)

★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

1月27日(日)
阿寒湖畔エコミュージアムセンター
ひょうたん沼の氷上や周辺の森、沢沿いなどを散策します。
エゾシカ、エゾモモンガなど、動物の痕跡を探しながらのハイキングです。 問い合わせ先
定員15名 料金2,000円(別途貸ｽﾉｰｼｭｰ500円)
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/

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/

★ダイヤモンドダスト in KAWAYU
★ピカソ版画展
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月25日(金)～3月10日(日)
北海道立釧路芸術館
国内有数のピカソ版画コレクションで知られる荒井記念美術館の
所蔵品から約100点の作品を紹介します。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

★特別展 私の博物館「写真展･あの頃の釧路」
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月26日(土)～4月7日(日)
釧路市立博物館 マンモスホール
釧路のまちなみや暮らしの写真を、当時の思い出などを
交えて紹介します。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

とき
ところ
内容

問い合わせ先

1月25日(金)～2月28日(木) 17:00～21:00
弟子屈町川湯温泉
温泉の蒸気が凍り発生するダイヤモンドダストや
スノーキャンドルの淡い明かりなど、温泉地ならではの
自然を活かした光と雪の幻想的なイベント。
015-482-2200(摩周湖観光協会)
http://diamond.teshikaga.asia/

★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1日(金)
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

★あいすランド阿寒
とき
ところ
内容
問い合わせ先

1月1日(火)～3月31日(日)(予定)
阿寒湖上
氷上わかさぎ釣り、スノーモービル、スノーバギー、
バナナボート、歩くスキー、スケート ほか
0154-67-2057((有)広大)
http://www.koudai-akan.net/iceland.html

★ワカサギ釣り体験ツアーin別寒辺牛川
とき
ところ
内容

問い合わせ先

1月20日(土)～2月28日(木) ※氷の状況で期間変動あり。
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
道具のレンタルは無料。手ぶらで簡単に北海道の冬の
風物詩を楽しめます。(要予約:３日前までに)
料金～大人5,000、子供4,000円
0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル コンキリエ)
http://www.conchiglie.net/tour/

とき
ところ
内容
問い合わせ先

『冬のネイチャーウォッチングツアー』
★原生花園あやめヶ原バードウォッチングコース
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/

内容

厚岸湖･厚岸湾を一望できる隠れ名所で、地形や街並み、
アイヌの歴史を知ることができます。(要予約:3日前までに)
料金～2名以上おひとり6,000円、1名のみ8,000円

とき
ところ
問い合わせ先

1月20日(土)～3月20日(火)まで
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル
http://www.conchiglie.net/tour/

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/

★しつげん55PASSで巡る「冬のたんちょう号」
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

★SL冬の湿原号
とき

問い合わせ先

コンキリエ)

★ルパン三世ラッピングトレイン運行
とき
ところ
内容

★摩周湖星紀行
とき
ところ
内容

冬のあやめヶ原で、アカゲラやキツツキ、ハシブトガラ、
オジロワシなどを見ることができます。(要予約:３日前までに)
料金～2名以上おひとり7,000円、1名のみ9,000円

★お供え山厚岸湖一望コース

★摩周湖霧氷ツアー
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/

1月26日(土)～3月3日(日)
釧路市～標茶町～釧路市
鶴公園、阿寒国際ツルセンター、山花温泉リフレ、釧路湿原展望台、
塘路駅前、塘路湖を巡るバスツアー
料金 大人5,000円、小人3,500円(いずれも釧路発着)
0154-37-2221(阿寒バス)
http://www.akanbus.co.jp/sightse/w002.html

ところ
内容
問い合わせ先

1月26日(土)、27日(日)
2月1日(金)～12日(火)
2月15日(金)～17日(日)
2月21日(木)～24日(日)
釧網本線 釧路駅～標茶駅間
白銀の釧路湿原を勇壮なSLが走る。
0154-24-3176(JR釧路駅)
https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/sl/

★定期観光バス「ホワイトピリカ号」
とき
ところ
内容

問い合わせ先

1月10日(木)～3月24日(日)
釧路～鶴居～弟子屈～阿寒～釧路
鶴見台、屈斜路湖(砂湯)、硫黄山、摩周湖、
阿寒湖を巡るバスツアー
料金～大人5,600円、小人3,300円(いずれも釧路発着)
0154-37-2221(阿寒バス)
http://www.akanbus.co.jp/sightse/w001.html

★全道・全国・国際 大会情報★
★第63回阿寒スピードスケート選手権大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

1月5日(土)～1月6日(日)
阿寒湖畔スケートリンク
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44回全道教職員アイスホッケー大会釧路大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

1月11日(金)～1月13日(日)
日本製紙アリーナ、柳町アイスホッケーリンク
北海道教職員アイスホッケー連盟
0154-46-1151(釧路市立湖畔小学校)

★第26回全日本フットサル選手権大会北海道地域大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

1月19日(土)～1月20日(日)
湿原の風アリーナ釧路
(公財)北海道サッカー協会 他
釧路地区サッカー協会

★第41回北海道スポーツ少年団スピードスケート競技大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

1月12日(土)～1月13日(日)
阿寒湖畔スケートリンク
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74回国民体育大会冬季大会スケート競技・
アイスホッケー競技大会
とき
ところ

主催者

1月30日(水)～2月3日(日)
コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館)、
釧路市柳町スピードスケート場、釧路市春採アイスアリーナ、
日本製紙アイスアリーナ、釧路市柳町アイスホッケー場
(公財)日本体育協会、文部科学省、北海道、(公財)日本スケート連盟、
(公財)日本アイスホッケー連盟、釧路市

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

