★新緑の湿原 野鳥観察会
とき
ところ
内容

6月1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)
夏鳥が勢揃いしたフィールドで、繁殖期の野鳥の姿とさえずりの
特徴を教わりながら散策しましょう。 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/

問い合わせ先

★ハーバリウム霧多布
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6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7回グランフォンド摩周
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★あさり掘り体験
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★初夏の花を見に行こう
とき
ところ
内容

6月9日(日) 10:00～12:00
温根内ビジターセンター
釧路湿原ではいよいよ花のシーズン到来です。初夏を代表する
湿原の花々を観察しましょう。 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/

問い合わせ先

6月1日(土)～6月2日(日)
弟子屈町
道東の雄大なロケーションを走り抜けて、初心者から
たっぷり走りたい方まで楽しめるサイクリングイベント。
080-6064-5496(実行委員会)
http://www.gf-masyu.com/

6月2日(日)、6月16日(日)
チカラコタン地区 あさり造成島(厚岸町奔渡7)
漁業体験をしていただくため漁場の一部を開放します。
厚岸産の大粒あさりを掘ってお持ち帰りすることができます。
0153-52-3131(厚岸観光協会)
https://www.akkeshi-town.jp/kanko/taiken/asari/

★北のビーナス蕗まつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月16日(日)
釧路市音別町 文化会館駐車場
生蕗の即売会、千人鍋(ふき汁)、お楽しみ抽選会 ほか
01547-6-2231(釧路市音別行政センター)
http://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/2541/

★雄阿寒岳山開き
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月16日(日)
雄阿寒岳
阿寒湖の東側に位置する円錐形の単独峰。スタッフ同行登山会
0154-67-3200(NPO阿寒観光協会）
http://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/2544/

★江戸の遊び絵づくし展
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★米坂ヒデノリのオーケストラ
とき
ところ
内容

4月12日(金)～6月19日(水)
北海道立釧路芸術館
釧路出身の彫刻家･米坂ヒデノリの大作を公開します。
81点のブロンズ像が奏でる音色に耳を傾けてください。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

問い合わせ先

★すてきな昆虫たち
とき
ところ
内容

4月13日(土)～6月23日(日)
釧路市立博物館 マンモスホール ※入場無料
昆虫をデザインした美術工芸品や、昆虫の研究から生まれた
工業製品など約60点を転じします。
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

問い合わせ先

★第23回
とき
ところ
内容
問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

4月27日(土)～6月23日(日)
釧路市立美術館
自動人形約70点とあわせて、デザインやスケッチの資料展示、
体験コーナーも設置します。オートマタの魅力をぜひお楽しみください。
0154-42-6116(釧路市立美術館)
http://k-bijutsukan.net/

★釧路市ふれあい広場“2019”
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月30日(日)
釧路市観光国際交流センター
講演会、ビールパーティー、抽選会、ステージ発表など
0154-24-1742(釧路市社会福祉協議会)

★イオマンテの火まつり(春･夏バージョン)
とき
ところ
内容

6月28日(金)～8月29日(木)
北海道立釧路芸術館
国内有数の現代美術コレクションであるタグチ･アートコレクション
のなかから、世界各地で活躍する注目アーティストたちを紹介します。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

4月29日(月)～6月30日(日)
阿寒湖アイヌシアターイコロ
着火式など神聖な雰囲気の中、様々な踊りやムックリ・トンコリ
の演奏、伝統の儀式で魅了する
0154-67-2727(阿寒アイヌ工芸協同組合)
http://www.akanainu.jp/

★第60回あっけしあやめまつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

朝の散策

6月10日(月)～7月10日(水)
弟子屈町 川湯温泉
ボランティアガイドによるつつじヶ原の早朝散策ツアー
015-483-2060(阿寒摩周国立公園川湯地域運営協会)

★球体のパレット
とき
ところ
内容

問い合わせ先

問い合わせ先

6月30日(日)
釧路一之宮 厳島神社
神職とともに境内に設けた茅の輪をくぐり半年間の
罪と穢れを祓います。日本古来の伝統神事です。
0154-41-4485(厳島神社社務所)
http://kushiro-itsukushimajinja.com/

★つつじヶ原
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★英国自動人形展
とき
ところ
内容

港 i n 白糠大漁まつり

6月23日(日)(第4日曜日)
白糠町 白糠漁港
海産物販売、遊漁体験、遊覧航海、炉端コーナー ほか
01547-2-2221(白糠漁業協同組合)

★夏越の大祓
とき
ところ
内容

4月12日(金)～6月19日(水)
北海道立釧路芸術館
江戸っ子に愛されてきた「遊び絵」が100点以上の展示！
ポップで粋な「江戸のエンタメ」をご覧ください。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

6月29日(土)～7月7日(日)
厚岸町 原生花園あやめヶ原
約80ｍの断崖絶壁から太平洋を望む
0153-52-3131(厚岸観光協会(厚岸町役場内))
https://www.akkeshi-town.jp/event/ayame/

★あさり掘り体験ツアー
とき
ところ
内容
問い合わせ先

4月1日(月)～7月15日(月)
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
厚岸湖畔で育てられた大粒の美味しい
「あさり潮干狩り」をお楽しみ下さい。(要予約:３日前までに)
0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル コンキリエ)
http://www.conchiglie.net/tour/

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

★あなたとカラスのおつきあい
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月29日(土)～9月29日(日)
釧路市立博物館 マンモスホール ※入場無料
身近なカラスって実は2種類いる？その見分け方から、
不思議で賢い能力までご紹介。
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)
https://www.akanainu.jp/

★くしろ湿原ノロッコ号運行〈運行30周年〉
とき

ところ
内容
問い合わせ先

4月27日(土)～5月6日(月･祝)、5月25日(土)～26日(日)
6月1日(土)～16日(日)、６月20日(木)～9月10日(火)
9月14日(土)～10月14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)

★トキメキとき祭り
とき
ところ
内容
問い合わせ先

6月上旬
釧路和商市場
釧路産トキシラズの販売･PR、トキシラズ解体ショー ほか
0154-22-3226(釧路和商協同組合)
http://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/2543/

★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

★摩周・屈斜路雲海ツアー
とき
ところ
内容

6月1日(土)～10月10日(木)
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
大運会を眺めるツアーです。
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/

★川湯温泉駅まで延長運転
とき
ところ
内容
問い合わせ先

5月25日(土)、26日(日)
釧網本線 釧路駅～川湯温泉駅
くしろ湿原ノロッコ号運行30周年を迎え、
2日間限定で、川湯温泉駅まで延長運転します。
0154-25-1683(JR北海道釧路支社 販売グループ)

★定期観光バス「ピリカ号」運行
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★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

6月1日(土)、2日(日)、15日(土)、16日(日)、29日(土)
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/

4月26日(金)～11月10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)

☆ガイド付きサイクリングツアー
★床潭･ピリカウタコース
とき
ところ
内容

6月1日(土)～9月30日(月) 9:30～12:30
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
北太平洋シーサイドラインを通り、大黒島･小島を
一望できるピリカウタ海岸をめざします。(要予約:３日前までに)

★厚岸湖･愛冠岬コース
とき
ところ
内容

6月1日(土)～9月30日(月) 10:00～12:30
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
厚岸湾･厚岸湖に架かる厚岸大橋を渡り、
愛冠岬で美しい景色を望みます。(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 コンキリエ)
http://www.conchiglie.net/tour/

★春採湖畔探鳥会
★別寒辺牛湿原カヌーツーリング
とき
ところ
内容

5月1日(水)～10月31日(木) 9:30～12:30、13:00～16:00
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)

とき
ところ

6月16日(日) 8:00～10:00
釧路市立博物館前 集合

★春採湖畔草花ウォッチング
とき
ところ

6月15日(土) 13:30～15:00
釧路市立博物館 集合

★海霧カヌーツーリングプラン
とき
ところ
内容

6月1日(土)～8月31日(土) 6:00～9:00
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
霧がつくりだす幻想的な景色をちょっと早起きした方だけが
味わえる特別なプランです。(要予約:３日前までに)

★湿原サンセットカヌーツーリングプラン
とき
ところ
内容

6月1日(土)～8月31日(土) 16:30～18:00
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
夕日に照らされ赤く染まる湿原を見ながら
のんびりカヌーツーリング(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 コンキリエ)
http://www.conchiglie.net/tour/

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

★しらべてみよう春採湖の昆虫
とき
ところ

6月8日(土) 13:30～15:00
釧路市立博物館 集合

内容

季節ごとに変化する春採湖畔のいきものたちを
春採湖周辺の遊歩道などを歩きながら観察しませんか？
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

問い合わせ先

★全道・全国・国際 大会情報★
★第9回釧路孝仁会ソフトバレーボール北海道大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

6月9日(日)
湿原の風アリーナ
社会医療法人孝仁会
0154-25-6156(釧路ソフトバレーボール連盟)

★第68回全道フォークダンス大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

6月29日(土)～6月30日(日)
湿原の風アリーナ
北海道フォークダンス連合会
北海道フォークダンス連合会

★平成31年度全国高等学校体育大会バスケットボール
競技大会北海道予選会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

6月20日(木)～6月23日(日)(予定)
湿原の風アリーナ釧路、市内高校体育館、釧路町総合体育館
北海道高等学校体育連盟、(一財)北海道バスケットボール協会
0154-43-3131(北海道釧路湖陵高等学校)

★第20回ダイハツ北海道小学生ABCバドミントン大会
北北海道予選会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

6月15日(土)～6月16日(日)
湿原の風アリーナ釧路
北海道バドミントン協会
釧路地区バドミントン協会

★高体連登山大会全道大会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

6月20日(木)～6月22日(土)(予定)
阿寒の山々
釧路山岳連盟
釧路山岳連盟

★第58回北海道高等学校登山選手権大会 兼
第63回全国高等学校登山選手権大会北海道予選会
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

6月25日(火)～6月28日(金)(予定)
雌阿寒岳、雄阿寒岳
北海道高等学校体育連盟 他
0154-41-4401(北海道釧路北陽高等学校)

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

