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★釧路川リバーサイドＬＡＢＯ ★秋の紅葉を見に行こう
とき　　　　      　　10月1日(金)～10月10日(日) とき　　　　　      　10月17日(日) 10:00～12:00

ところ　　      　　　釧路川リバーサイドエリア ところ　　　　      　温根内ビジターセンター

内容　　　　　     　ＡＲを使った釧路川リバーサイド探検隊、 内容　　　　　       紅葉の季節、鶴居軌道跡の樹木を中心に色づいた

アウトドアリバーサイドオープンカフェ 木々や実を見つけてみましょう。

　　　　　         　　E-BIKE体験、サイクル体験、 問い合わせ先　　0154-65-2323(温根内ビジターセンター)

くしろ元町ウォーク、EHABアウトドアギア展示会、 https://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

釧路川リバーサイド散策ガイド、釧路ゆめこい渡し、

釧路川リバーサイドバスツアー等 ★ムックリ(口琴)を作ろう
問い合わせ先　　0154-31-1993((一社)釧路観光コンベンション協会) とき　　　    　  　　10月16日(土) 13:00～15:00

http://www.info946.com/riversidelabo/ ところ　　　      　　塘路湖エコミュージアムセンター

内容　　　  　   　　アイヌの人たちが使っていた楽器、ムックリを作って、

★釧路動物園開園記念日 　　　　　　　       　その音色を楽しみましょう。（材料費：300円）

とき　　　　      　　10月3日(日) 問い合わせ先　　015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター)

ところ　　      　　　釧路市動物園 　　　　　　　   　     http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

内容　　　　　     　開園記念日で入園料無料。

問い合わせ先　　0154-56-2121(釧路市動物園) ★くしろ湿原ノロッコ号運行
　　　　　         　　https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/ とき 10月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10日(日)

※10月9日は川湯温泉延長運転

★マイワシフェア in KUSHIRO ところ 釧路本線　釧路駅～塘路駅間

とき　　　　　  　    10月9日(土)～10月24日(日) ※10月9日(土)は釧路駅～川湯温泉駅まで運行

ところ　　　  　　    釧路市内・釧路町内の飲食店(協力店)46店舗 内容 湿原の中を走る「ここにしかない大自然を」を楽しむ

内容　　　　  　   　マイワシ特別メニューの提供 問い合わせ先 0154-24-3176(JR釧路駅)

問い合わせ先　　0154-43-9211(釧路総合振興局産業振興部水産課) https://www.jrhokkaido.co.jp/index.html

                          

★ミニ展示「根室本線100年・釧網本線90年」 ★川湯の森ナイトミュージアム
とき　　　　　      　6月26日(土) ～2月27日(日) とき　　　　     　　9月18日(土)～10月31日(日)17:00～21:30

ところ　　　      　　釧路市立博物館　常設展示２階（釧路之近代）（入館料が必要です） ところ　　　　     　弟子屈川湯温泉「川湯園地」

内容　　　　　　 　 1921年8月5日の「根室本線」全通から100年、1931年9月20日の 内容　　　　　    　「図鑑の森」は夜の川湯温泉がライトアップされて幻想的な光景が楽しめます。

「釧網本線」全通から90年。 「森のマルシェ」では、川湯周辺のお料理屋台が出店します。

これらを記念し、鉄道資料の展示を行います （「森のマルシェ」は10月2日、9日の17:00～21:00）予定）

問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館) 　　　　　　　  　　　詳細はＨＰをご覧ください。

https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/ 問い合わせ先　　015-482-2200((一社)摩周湖観光協会)

                                                   

★春採湖畔探鳥会
とき　　　　　　 10月17日(日) 8:00～10:00(要事前申し込み) ★晩秋の湿原　野鳥観察会
ところ　　　　　 釧路市立博物館前 集合  雨天中止　参加費無料 とき　　　　　     　10月23日(土) 10:00～12:00

内容　　　　  　   　季節ごとに変化する春採湖畔のいきものたちを観察しましょう。 ところ　　　　     　シラルトロ湖･蝶の森周辺(集合：シラルトロ自然情報館駐車場)

問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館) 内容　　　   　 　　ヒシクイやオオハクチョウなどの渡り鳥が飛来する時期です。

　　　　　　　　 http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/ 　　　　　　       　　秋から冬にかけての野鳥の暮らしを観察します。

問い合わせ先　　015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター)

★湿原の忍者 SHINOBI BIRD～こっそり暮らすクイナたち～ 　　　　　　       　　http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

とき　　　　　      　7月3日(土) ～10月3日(日) 

ところ　　　      　　釧路市立博物館　マンモスホール　入場無料 ★上野憲男展
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、 とき　　　　　      　9月28日(火)～11月14日(日)

その暮らしぶりは魅力たっぷりです。 ところ　　　　      　釧路市立美術館

釧路湿原での生息状況やその世帯などについて紹介します。 内容　　　    　　   記号を浮遊させたモチーフとブルーグレーと称される独特の色彩で知られる

問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館) 北海道天塩町出身の抽象画家・上野憲男の画業を紹介します。

https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/ 問い合わせ先　　0154-42-6116(釧路市立美術館)

                         　　　　　　        　　http://www.k-bijutsukan.net

★傘寿記念 日本画家 羽生輝展――悠久の岬を望む
とき　　　　        　10月9日(土)～12月8日(水)　9:30～17:00 ★阿寒湖の森ナイトウォーク
ところ　　　    　 　北海道立釧路芸術館 　　「ＫＡＭＵＹ　ＬＵＭＩＮＡ～カムイルミナ～」
内容 釧路を拠点に活動する日本画家・羽生輝の初期から近年に至る代表作 とき 6月22日(火)～11月14日(日)

　 およそ60点を展示します。道東の地に根ざし、生み出されてきた ところ 阿寒湖温泉ボッケ遊歩道

羽生輝の深遠な日本画の世界をご堪能ください。 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

※会期の半ばで出品作品の一部展示替えをいたします。 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。

詳細はＨＰをご覧ください。 （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。）

問い合わせ先　　0154-23-2381(北海道立釧路芸術館) 問い合わせ先 0154-65-7121(阿寒アドベンチャーツーリズム㈱)

　　　　　　　   　　　http://www.kushiro-artmu.jp/ http://www.kamuylumina.jp/

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) ★ルパン三世ラッピングトレイン運行

8:30～10:00、10:30～12:00、13:00～14:30 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　　　　      　花咲線(釧路-根室)

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　　　　      　 モンキーパンチ氏(浜中町出身)の人気作「ルパン3世」

　　　　　　　   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）　　　　 　　　　　　　       　が描かれた車両を花咲線の不定期列車で運行します。

(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)

★湿原夕どきカヌー 　　　　　　      　  　https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/lupin/

とき　　　　　　 5月1日(土)～10月31日(日)  16:00～17:30

ところ　　　 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ（集合場所） ★阿寒湖アイヌシアターイコロ興行
内容　　　　　　 夕日に照らされ赤く染まる湿原を見ながら とき　　　　　      　通年開催

　　　　　　　　 のんびりカヌーツーリング。 ところ　　　      　　阿寒湖アイヌシアターイコロ

(要予約:３日前までに・料金等詳細はHPをご確認ください) 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。)

問い合わせ先　　0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル　コンキリエ) 問い合わせ先　　0154-67-2727(阿寒湖アイヌシアターイコロ)

　　　　　　　　 https://www.conchiglie.net/tour/ 　　　　　　        　　https://www.akanainu.jp/

★阿寒ユーカラ火のカムイの詩 ★阿寒ユーカラ「ロストカムイ」
とき　　　　　      　通年開催 とき　　　　　      　通年開催

ところ　　　      　　阿寒湖アイヌシアターイコロ ところ　　　      　　阿寒湖アイヌシアターイコロ

内容　　　　　   　　阿寒湖で語り継がれた叙情詩（ユーカラ） 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　

「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)

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/

　　　　　　        　　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！


