★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)

★塘路フィールドウォッチング
とき
ところ
内容

問い合わせ先

★化石クリーニング教室
とき
ところ
内容
問い合わせ先

3月2日(土) 13:30～15:00
釧路市立博物館
化石が入った岩石から、ハンマーとタガネを使ってアンモナイト
を取り出します。要申込 定員:20名 参加費:200円
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★釧路一之宮 厳島神社
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★湿原の裏山でスノーシューハイク
とき
ところ
内容
問い合わせ先

3月3日(日) 10:00～12:00
温根内ビジターセンター
残雪の裏山をスノーシューで歩き、雪解けを待つ植物などを観察します。
定員10名 無料
0154-65-2323(温根内ビジターセンター)
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

★動物園のひなまつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

3月3日(日)
釧路市動物園
特製ひな飾り、耳の日クイズラリー ほか
0154-56-2121(釧路市動物園)
http://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

★第66回釧路郷土作家展
とき
ところ
内容
問い合わせ先

[美術]
2月23日(土)～3月3日(日)
[書･写真] 3月9日(土)～3月17日(日)
釧路市立美術館
釧路で活躍する作家の最新作が集まる展覧会。
3部門で約150人の作家の作品を一度に楽しめます。
0154-42-6116(釧路市立美術館)
http://www.pekita.net/

★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/

問い合わせ先

2月1日(金)～3月17日(日)
釧路市阿寒町阿寒温泉、阿寒湖氷上特設会場
冬の澄み切った夜空に美しく輝く打ち上げ花火のほか
セレモニーや氷切体験、氷上ミニゲームなど開催
0154-67-3200(NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構)
http://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/1855/

★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)

問い合わせ先

★落石ユルリへ続く シーサイドラインの自然

問い合わせ先

2月25日(月)～3月30日(土)
霧多布湿原センター
根室市から浜中町へと続く「北太平洋シーサイドライン」の自然の豊かさ、
景色の写真展です。ぜひお楽しみください。
0153-65-2779(霧多布湿原センター)
http://www.kiritappu.or.jp/center/

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

★第8回 阿寒丹頂の里
とき
ところ
内容
問い合わせ先

千年祭

3月3日(日)
道の駅 阿寒丹頂の里特設会場
各種売店出店、体験広場、ステージショー ほか
0154-66-2311(阿寒丹頂の里プロジェクト委員会事務局 坂本)
http://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/8258/

★学芸員トーク2019(博物館)
とき
内容

3月3日(日) 13:30～15:30
「植物のおなまえ～スゲを巡る探検」加藤ゆき恵(植物)
「尺別駅と直別駅」石川孝織(産業)

とき
内容

3月10日(日) 13:30～15:30
「処変われば鳥変わる～釧路湿原にいる鳥･いない鳥」
貞國利夫(鳥類･哺乳類)
「国後島の遺跡分布調査」高橋勇人(考古)

とき
内容

3月17日(日) 13:30～15:30
「キタサンショウウオ調査から見えてきたこと」
野本和宏(魚類･両生類)
「ちいさなちいさな蛾のはなし」土屋慶丞(昆虫)

ところ
問い合わせ先

釧路市立博物館 講堂
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

『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

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
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/

http://www.akanbus.co.jp/sightse/w001.html

とき
ところ
内容

人形供養祭(ひなまつり)

3月3日(土)
厳島神社
雛人形、五月人形などが飾られます。
0154-41-4485(厳島神社)
http://kushiro-itsukushimajinja.com/

★しつげん55PASSで巡る「冬のたんちょう号」
とき
ところ
内容

★阿寒湖氷上フェスティバル ICE・愛す・阿寒「冬華美」
とき
ところ
内容

3月2日(土) 10:00～12:00
塘路湖エコミュージアムセンター
雪のフィールドを散策しながら塘路の自然や遺跡などを
観察します。スノーシュー使用。
定員10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/

コンキリエ)

★あいすランド阿寒
★人への想い 揺れる人間像
とき
ところ
内容
問い合わせ先

2月23日(土)～3月31日(日)
釧路市立美術館
肖像画や街の人々の群像、物語の登場人物など、本展では
所蔵作品の中から人間像を題材とした作品を特集します。
0154-42-6116(釧路市立美術館)
http://www.pekita.net/

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

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

★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/

★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

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)

★摩周湖星紀行
★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

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/

★全道・全国・国際 大会情報★
★第55回北海道高校インドアソフトテニス選手権大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

3月9日(土)～3月10日(日)
湿原の風アリーナ釧路 他
北海道ソフトテニス連盟
北海道高体連釧根支部ソフトテニス専門部

★第13回全日本少年アイスホッケー大会(中学生･男子の部)
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

★2019全日本ジュニアスキー選手権大会
セコマカップ阿寒スラローム大会
とき
ところ
主催者

3月18日(月)～3月19日(火)
釧路市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

兼

3月23日(土)～3月27日(水)
日本製紙アイスアリーナ、春採アイスアリーナ、柳町アイスホッケー場
釧路市、釧路市教育委員会、(一財)釧路市スポーツ振興財団、
(公財)日本アイスホッケー連盟
0154-31-1230(全日本少年アイスホッケー大会実行委員会)

★FIS公認 第9回ゴールドウインカップ阿寒SL大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

3月19日(火)～3月20日(水)
釧路市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）

