★ＳＬ冬の湿原号運行
とき
ところ
内容
問い合わせ先

３月1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。
※開催予定の「しべちゃうまいもん発見市場」等中止
0154-24-3176(JR釧路駅)
http://www.jrhokkaido.co.jp/travel/sl/

★ワカサギ釣り体験ツアーin別寒辺牛川
とき
ところ
内容

1月15日(水)～3月10日(火) ※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
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4,500、子供3,500円
0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル コンキリエ)
http://www.conchiglie.net/tour/

問い合わせ先

★ハーバリウム霧多布・特別展
あなたの知らないスゲの世界in釧路
とき
ところ
内容
共済
問い合わせ先

2月15日(土)～3月8日(日)
釧路市立博物館 マンモスホール
どれも似ていて見分けが難しい「スゲ」をキャラクターで楽しく紹介。
スゲを使ったしめ飾りや道具も展示します。 入場無料
NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト
0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

★第67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22日(土)～3月１日(日)
[書･写真] 3月14日(土)～3月22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://k-bijutsukan..net/

★てしかが極寒Artフェスティバル
とき
ところ
内容
問い合わせ先

2月2日(日)～3月3日(火)
極寒藝術伝染装置 裏の森
雪社野外美術館(野外にてアート作品の展示)、短編演劇＆パフォーマンス
公演(2/2～2/24毎夜20時～)
ACAF事務局 onsen@gold.ocn.ne.jp
http://acaf.teshikaga.asia/

★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

1月25日(土)～3月1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5,200円、小人3,690円 (いずれも釧路発着)
0154-37-2221(阿寒バス)
http://www.akanbus.co.jp/sightse/w002.html

★釧路のイトウと淡水魚
とき
ところ
内容
問い合わせ先

3月14日(土)～5月17日(日)
釧路市立博物館 マンモスホール
釧路川に住むイトウや、魚たちの知られざる生態や魅力を、
美しい映像や写真で紹介します。 入場無料
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
とき
ところ
内容

問い合わせ先

1月15日(水)～3月20日(金)まで
厚岸味覚ターミナル コンキリエ
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：1名のみ9,000円、2名以上おひとり7,000円
0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル コンキリエ)
http://www.conchiglie.net/tour/

★定期観光バス「ホワイトピリカ号」

★厳島神社
とき
ところ
内容
ます。
問い合わせ先

人形供養祭(人形まつり)

3月3日(火)
厳島神社
雛人形、五月人形などが飾られます。 ※今年は、一般参列はなしとなり

問い合わせ先
0154-41-4485(厳島神社)
http://kushiro-itsukushimajinja.com/

★はるやすみの動物園
とき
ところ
内容
問い合わせ先

3月下旬
釧路市動物園
クイズラリー
0154-56-2121(釧路市動物園)
http://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

★高坂和子の世界～野の花たちのささやきに
【釧路芸術館 ２月２９日(土)～３月１６日(月) 臨時休
館】
とき
ところ
内容

問い合わせ先

とき
ところ
内容

休館明け～４月12日(日)
北海道立釧路芸術館
根室の風と光のはかで、野の花たちのひそやかな息づかいを描き続けた
高坂和子。繊細でモダンな感覚と北方の風土感にあふれたその絵画世界
を初期から最後の発表作品までの14点により紹介します。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

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

★イオマンテの火まつり
とき
ところ
内容
問い合わせ先

問い合わせ先

決まり次第ホームページにてお知らせ
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/

★花の季節
とき
ところ
内容
問い合わせ先

2月15日(土)～3月29日(日)
釧路市立美術館
季節を彩る花にまつわる所蔵作品をご紹介します。
(一般140円、大学生以下無料)
0154-42-6116(釧路市立美術館)
http://k-bijutsukan..net/

3月18日(水)～11月30日(月)
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/

★ワカリタイ ゲンダイビジュツ
コレクションでたどる日本のアート1961‐2010
【釧路芸術館 ２月２９日(土)～３月１６日(月) 臨時休
館】
とき
ところ
内容

問い合わせ先

★化石クリーニング教室【開催延期】
とき
ところ
内容

1月10日(金)～3月22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6,000円、小人3,680円 (いずれも釧路発着)
0154-37-2221(阿寒バス)

休館明け～４月12日(日)
北海道立釧路芸術館
当館コレクションより1961年～2000年の50年間の日本の作品に
焦点をあて、時代の潮流のなかで個々の作者が生み出す表現のルーツや
オリジナリティを探ります。
0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)
http://www.kushiro-artmu.jp/

★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(水)～3月31日(火)(予定)
※湖面の氷結状況によって変更の場合有り
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）

★学芸員トーク(博物館)【開催延期】
とき
ところ
内容
問い合わせ先

★第9回 阿寒丹頂の里

決まり次第ホームページにてお知らせ
釧路市立博物館 講堂
学芸員が日頃の調査結果やホットな話題について
お話しします。〈申込不要･無料〉
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

千年祭【開催延期】

決まり次第ホームページにてお知らせ
阿寒国際ツルセンター エントランス
丹頂感謝祭
0154-66-2311(阿寒丹頂の里プロジェクト委員会事務局 坂本)
http://946tanchou-aigokai.com/

★イオマンテの火まつり
★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 ※3月1日～7日まで休演
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/

通年 ※3月1日～7日まで休演
阿寒湖アイヌシアターイコロ
デジタルアートとアイヌ古式舞踊が融合した新プログラム
0154-67-2727
(阿寒湖アイヌシアターイコロ)

問い合わせ先

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

3月18日(水)～11月30日(月)
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/

★摩周湖星紀行

★阿寒ユーカラ「ロストカムイ」
とき
ところ
内容
問い合わせ先

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

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 大会情報★
★2020全日本ジュニアスキー選手権大会
アルペン競技技術系回転
【開催可否は３月１８日(水)に決定】
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

3月23日(月)
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)

★第10回ゴールドウインカップ阿寒スラローム大会
【開催可否は３月１８日(水)に決定】
とき
ところ
主催者
問い合わせ先

3月24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
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）

