
釧路総合振興局記者クラブ配付資料 

 

報道発表資料の配付日時  令和 3 年（2021 年）６月３０日（水）11:00 

 

発 表 項 目      

 

 

２０２１年７月分の管内イベント情報について  

 

記者ﾚｸﾁｬｰ      

 

のお知らせ      

 

（実施日時）  

 月  日（ ）   時  分 

 

 

発 表 者       

 

 

 

発 表 場 所       

 

 

 

 

 

概 要      

 

 

 

 

 

各市町村の情報等に基づいて作成した管内イベント情報資料の提供  

 

 

 

 

 

 

参 考      

 

※発表のポイ

 ントやねら

 い、経緯等 

 

 

 

イベント情報については、北海道釧路総合振興局ホームページに掲

載しております。最新のイベント情報については、下記ＵＲＬより

ご確認ください。  

〈イベント情報掲載ページ〉 http://www.kushiro.pref.hokkaido.l

g.jp/ss/srk/kanko/event.html 
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 ℡０１５４－４３－９１８２ (直通 )  担当：松島  

 

 



★縄文土器作り講座 ★夏の樹木と花を見に行こう
とき　　　　　     　7月3日(土) 10:00～12:00 とき　　　　　      　7月4日(日) 10:00～12:00

ところ　　　　     　塘路湖エコミュージアムセンター ところ　　　　      　温根内ビジターセンター

内容　　　   　 　　塘路周辺には縄文時代の遺跡が在り、実際に出土した土器を参考に 内容　　　　　       緑あふれる夏、草木はどうやって花や実をつけ、次世代へと

作る講座です（材料費：350円） つないでいくのでしょうか。（参加費無料、定員10名）

問い合わせ先　　015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター) 問い合わせ先　　0154-65-2323(温根内ビジターセンター)

　　　　　　       　　https://www.kushiro-shitsugen-np.jp/ https://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

★春採湖畔探鳥会 ★ホタルの週末
とき　　　　　　 7月18日(日) 8:00～10:00(要事前申し込み) とき　　　　　      　7月16日(金)～7月18日(日) 18:30～21:00

ところ　　　　　 釧路市立博物館前 集合  雨天中止　参加費無料 ところ　　　　      　温根内ビジターセンター

★春採湖畔草花ウォッチング 内容　　　　　       釧路湿原に棲むヘイケボタル。その不思議な生態と観察方法を学んでから

とき　　　　　　 7月17日(土) 13:30～15:30(要事前申し込み) 夜の湿原へと出かけます。（参加費無料、各日程定員20名）

ところ　　　　　 釧路市立博物館マンモスホール 集合　 雨天中止　参加費50円 問い合わせ先　　0154-65-2323(温根内ビジターセンター)

★しらべてみよう春採湖の昆虫 https://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

とき　　　　　　 7月10日(土) 13:30～15:00(要事前申し込み)

ところ　　　　　 釧路市立博物館マンモスホール 集合　 雨天中止　参加費50円 ★釧新郷土芸術賞50回記念作品展
問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館) とき　　　　　      　6月26日(土)～7月4日(日)10:00～17:00（最終日は15:00まで）

　　　　　　　　 http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/ ところ　　　　      　釧路市立美術館

内容 「郷土芸術50年の軌跡」　入場無料

★湿原の忍者 SHINOBI BIRD～こっそり暮らすクイナたち～ 問い合わせ先　　0154-42-6116(釧路市立美術館)

とき　　　　　      　7月3日(土) ～10月3日(日) 　　　　　　        　　http://www.k-bijutsukan.net

ところ　　　      　　釧路市立博物館　マンモスホール　入場無料

内容　　　　　　 　 釧路湿原にはクイナという鳥がこっそり暮らしています。目立ちにくい鳥ですが、 ★KUSHIRO KIRI FESTIVAL 2021
その暮らしぶりは魅力たっぷりです。 とき　　　　        　7月23日(祝・金)～7月25日(日)

釧路湿原での生息状況やその世帯などにおついて紹介します。 ところ　　　    　 　釧路幸町緑地野外ステージ

問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館) 内容 ステージイベント、グランピング、海炉市場　ほか

https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/ 問い合わせ先　　0154-42-1121((一社)釧路青年会議所)

                         https://www.kushirokirifestival.com

★くしろ湿原ノロッコ号運行 　　　　　　　   　　　

とき 7月17日(土)、18日(日)、22日(木・祝)～25日(日)、31日(土) ★安野モヨコ展　ANNORMAL（アンノーマル）
8月1日(日)、7日(土)～9日(月)、14日(土)、15日(日)、 とき　　　　        　7月16日(金)～9月20日(月・祝)9:30～17:00

21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日) 7月16日、30日、8月6日、13日、20日、27日（いずれも金曜日）は19:30まで

9月4日(土)、5日(日)、11日(土)、12日(日)、 休館日　月曜日（8月9日　16日　9月20日を除く）　8/10（火）

18日(土)～20日(月・祝)、23日(木・祝)、25日(土)～29日(水) ところ　　　    　 　北海道立釧路芸術館

10月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10日(日) 内容 漫画家・安野モヨコの原画やイラスト、美人画など、初期から近作まで

※9月27日～29日は夕陽ノロッコ号として運行 　 約５００点に及ぶ作品を一挙公開します。

※10月9日は川湯温泉延長運転 問い合わせ先　　0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)

ところ 釧路本線　釧路駅～塘路駅間 　　　　　　　   　　　http://www.kushiro-artmu.jp/

※10月9日(土)は釧路駅～川湯温泉駅まで運行

内容 湿原の中を走る「ここにしかない大自然を」を楽しむ ★ペキタと探検！ガラスの不思議ーヴェネチアン・グラスと絵画の世界ー
問い合わせ先 0154-24-3176(JR釧路駅) とき　　　　　      　7月10日(土)～9月5日(日)

https://www.jrhokkaido.co.jp/index.html ところ　　　　      　釧路市立美術館

内容　　　    　　   日本の画家たちの作品と、ヴェネチアンの工房とのコラボレーションによって

★阿寒湖の森ナイトウォーク 生まれたガラス作品をご紹介します。

　　「ＫＡＭＵＹ　ＬＵＭＩＮＡ～カムイルミナ～」 問い合わせ先　　0154-42-6116(釧路市立美術館)

とき 6月22日(火)～11月14日(日) 　　　　　　        　　http://www.k-bijutsukan.net

ところ 阿寒湖温泉ボッケ遊歩道

内容 夜の森を舞台に、アイヌの叙情詩をベースとした「自然との共生の大切さ」を ★阿寒ユーカラ火のカムイの詩
メッセージとして体感するデジタルによるアトラクション。 とき　　　　　      　通年開催

（チケットの価格など詳細についてはＨＰでご確認ください。） ところ　　　      　　阿寒湖アイヌシアターイコロ

問い合わせ先 0154-65-7121(阿寒アドベンチャーツーリズム㈱) 内容　　　　　   　　阿寒湖で語り継がれた叙情詩（ユーカラ）

http://www.kamuylumina.jp/ 「アペヤテンナ」を主題詩とした新プログラム。

問い合わせ先　　0154-67-2727(阿寒湖アイヌシアターイコロ)

★夜の動物園まつり 　　　　　　        　　https://www.akanainu.jp/

とき　　　　      　　7月31日(土)、8月7日(土)、14日(土)

ところ　　      　　　釧路市動物園 ★なつやすみの動物園
内容　　　　　     　午後8時30分まで開園、入園は午後8時まで とき　　　　      　　7月22日(木・祝)～8月31日(火)

問い合わせ先　　0154-56-2121(釧路市動物園) ところ　　      　　　釧路市動物園

　　　　　         　　https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/ 内容　　　　　     　昔あそびコーナーほか

問い合わせ先　　0154-56-2121(釧路市動物園)

　　　　　         　　https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

開催日程や内容が変更になる場合があります！お出かけ前にご確認ください！

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

※新型コロナウイルスの影響により開催予定イベントの中止・延期が予想されます。
    最新のイベント状況につきましては、各イベント欄記載の問い合わせ先にてご確認をお願いします。



★別寒辺牛湿原カヌーツーリング ★道東　森の恵み号　運行
とき　　　　　　 5月1日(土)～10月31日(日) 9:０0～12:00、13:00～16:00 とき　　　　　      　通年不定期運行

ところ　　　　　 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ（集合場所） ところ　       　 　　根室本線（新得～釧路）

内容　　　　　　 別寒辺牛川を約9kmカナディアンカヌーで川下りし、 内容　　　　 　   　釧路湿原の動植物と十勝の実りを表現したデザインと

　　　　　　　　 厚岸らしい自然景観をたっぷり満喫するツアーです。 　　　　　   　   　  　　　なっており、いつもの列車で観光気分を味わうことができます。　

　　　　　　　　 (要予約:３日前までに・料金等詳細はHPをご確認ください) 問い合わせ先　　0154-24-3176(JR釧路駅)

★別寒辺牛川ショートコースタンチョウ湿原プラン
とき　　　　　　 5月1日(土)～10月31日(日) ★あさり堀り体験ツアー

8:30～10:00、10:30～12:00、13:00～14:30 とき　　　　　　 4月3日(土)～7月15日(木)　詳細はHPでご確認ください

ところ 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ（集合場所） ところ　　　　　 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ（集合場所）

内容　　　　　   約3kmのショートコースで、手軽にカヌー体験したいという方に 内容　　　　　　 厚岸湖畔で育てられた大地の美味しい

　　　　　　　   ピッタリの湿原散策カヌープランです。（要予約：3日前までに）　　　　 　　　　　　　 「あさり潮干狩り」をお楽しみ下さい。(要予約:３日前までに)　

(要予約:３日前までに・料金等詳細はHPをご確認ください) 大人1人1,700円、小学生1人1,200円、幼児1人無料

★朝いち海霧カヌー 問い合わせ先 0153-52-4139（厚岸味覚ターミナル・コンキリエ）

とき　　　　　　 5月1日(土)～10月31日(日) 6:00～7:30 https://www.conchiglie.net/tour/

ところ　　　 厚岸水鳥監察館（集合場所）

内容　　　　　　 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 ★ルパン三世ラッピングトレイン運行
　　　　　　　　 味わえる特別なプランです。 とき　　　　　  　    通年不定期運行

(要予約:３日前までに・料金等詳細はHPをご確認ください) ところ　　　　      　花咲線(釧路-根室)

★湿原夕どきカヌー 内容　　　　      　 モンキーパンチ氏(浜中町出身)の人気作「ルパン3世」

とき　　　　　　 5月1日(土)～10月31日(日)  16:00～17:30 　　　　　　　       　が描かれた車両を花咲線の不定期列車で運用します。

ところ　　　 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ（集合場所） 問い合わせ先　　0154-24-3176(JR釧路駅)

内容　　　　　　 夕日に照らされ赤く染まる湿原を見ながら 　　　　　　      　  　https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/lupin/

　　　　　　　　 のんびりカヌーツーリング。

(要予約:３日前までに・料金等詳細はHPをご確認ください) ★阿寒湖アイヌシアターイコロ興行
問い合わせ先　　0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル　コンキリエ) とき　　　　　      　通年開催

　　　　　　　　 https://www.conchiglie.net/tour/ ところ　　　      　　阿寒湖アイヌシアターイコロ

内容　　　　　   　　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。)

★阿寒ユーカラ「ロストカムイ」 問い合わせ先　　0154-67-2727(阿寒湖アイヌシアターイコロ)

とき　　　　　      　通年開催 　　　　　　        　　https://www.akanainu.jp/

ところ　　　      　　阿寒湖アイヌシアターイコロ

内容　　　　　　 　 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　

問い合わせ先　　0154-67-2727 (阿寒湖アイヌシアターイコロ)

                          https://www.akanainu.jp/

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

※新型コロナウイルスの影響により開催予定イベントの中止・延期が予想されます。
    最新のイベント状況につきましては、各イベント欄記載の問い合わせ先にてご確認をお願いします。

釧路総合振興局

公式Facebook
釧路総合振興局

有志Instagram
釧路観光連盟

Twitter

釧路総合振興局

公式ホームページ

～くしろ地域のタイムリーな情報を各種SNS等で発信中～

～今月の注目情報

・ニール一家のくしろ大冒険動画公開中！

・くしろロケMAP２０２０公開中！

・くしろロケお取り寄せガイド公開中！

・「#みるくしろ｝ＳＮＳ投稿キャンペーン開催！


