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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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 釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課観光振興係  

 

 ℡０１５４－４３－９１８２ (直通 )  担当  松島  

 

 



★動物園オリジナルカレンダープレゼント ★シマエナガフィギュアを作ろう
とき　　　　      　　12月2日(木) とき　　　　　     　12月4日(土) 13:00～15:00

ところ　　      　　　釧路市動物園 ところ　　　　     　塘路湖エコミュージアムセンター

内容　　　　　     　先着100名に動物園オリジナルカレンダープレゼント 内容　　　   　 　　紙粘土を使って「雪の妖精」と呼ばれるかわいいシマエナガの

問い合わせ先　　0154-56-2121(釧路市動物園) 　　　　　　       　　フィギュアを作ります。材料費：100円    定員：10人

　　　　　         　　https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/ 問い合わせ先　　015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター)

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

★湿原の「かたち」を見て歩こう
とき　　　　　      　12月5日(日) 10:00～12:00 ★クリスマスZOO
ところ　　　　      　温根内ビジターセンター とき　　　　      　　12月12日(日)

内容　　　　　       花や葉が枯れ落ち、遠くまで見渡せるこの時期。普段注目しない湿原周辺の ところ　　      　　　釧路市動物園

　　　　 　　　      　「かたち」にスポットを当てます。　参加費：無料 内容　　　　　     　トナカイ舎見学会、スタンプラリーほか

問い合わせ先　　0154-65-2323(温根内ビジターセンター) 問い合わせ先　　0154-56-2121(釧路市動物園)

　　　　　　        　　http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/ 　　　　　         　　https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

　　　　　　        　　

★阿寒の森間伐材アート展 ★くしろ物産まつり
とき　　　    　  　　12月8日(水) ～12月11日(土)10:00～17:00(最終日のみ10:00～15:00) とき　　　　       　　12月10日(金)～12月12日(日)

12月12日(日) ～1月11日(火)9:00～18:00(阿寒湖まりむ館) ところ　　　      　　釧路市観光国際交流センター1階大ホール

ところ　　　      　　釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞1F市民ホール(12/8～12/11) 内容　　　   　　  　釧路産の魚介類を中心に釧路之特産品が大集合し、

阿寒湖まりむ館1階ロビー(12/12～1/11) 特別価格で販売されます。

内容　　　  　   　　阿寒湖の新進気鋭の芸術家たちが前田一歩園の協力のもと、 問い合わせ先　　0154-31-2011(釧路市物産協会)

　　　　　　　       　間伐材の作品展を行います。 　　　　　　　        　https://www.kushirofood.com

問い合わせ先　　0154-67-3200(阿寒観光協会・阿寒湖森間伐材アート係)

http://ja.kushiro-lakeakan.com/thinned_wood/ ★土器がつないだ釧路へのみち
とき　　　　       　　11月3日(水・祝)～1月16日(日)

★塘路フィールドウォッチング～初冬編～ ところ　　　      　　釧路市立博物館常設展示室2階（入館料が必要です）

とき　　　    　  　　12月18日(土) 10:00～12:00 内容　　　   　　  　世界文化遺産に登録が決定した「北海道・北東北の縄文遺跡群」

ところ　　　      　　塘路湖エコミュージアムセンター その応援企画として、釧路市内から出土した「縄文遺跡群」と

内容　　　  　   　　初冬の塘路湖畔で、オオワシ・オジロワシなどの野鳥や塘路湖の 関連が深い土器を展示します。

　　　　　　　       　氷の造形などを観察します。　参加費：無料    定員：10人 問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館)

問い合わせ先　　015-487-3003(塘路湖エコミュージアムセンター) 　　　　　　　        　http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

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

★ミニ展示「根室本線100年・釧網本線90年」
★水に生きる植物 とき　　　　　      　6月26日(土) ～2月27日(日) 

とき　　　　       　　10月30日(土)～3月6日(日) 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　　　      　　釧路市立博物館常設展示室1階（入館料が必要です） 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　　　   　　  　池や湖、湿原の中の水たまりに生育する「水草（水生植物）」。 「釧網本線」全通から90年。

水草たちの少し変わった生き方を、博物館の収蔵資料と これらを記念し、鉄道資料の展示を行います

あわせて紹介します。 問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館)

問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館) https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

　　　　　　　        　http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/                          

★傘寿記念 日本画家 羽生輝展――悠久の岬を望む
★ミニ企画 羽生輝展 とき　　　　        　10月9日(土)～12月8日(水)　9:30～17:00

とき　　　　　      　11月20日(土)～12月12日(日) ところ　　　    　 　北海道立釧路芸術館

ところ　　　　      　釧路市立美術館 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

内容　　　    　　   釧路の浜を描き続ける日本画家・羽生輝の生誕８０周年を記念し、 　 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

コレクションを紹介するとともに、資料などを展示します。 羽生輝の深遠な日本画の世界をご堪能ください。

問い合わせ先　　0154-42-6116(釧路市立美術館) ※会期の半ばで出品作品の一部展示替えをいたします。

　　　　　　        　　https://www.k-bijutsukan.net/ 詳細はＨＰをご覧ください。

問い合わせ先　　0154-23-2381(北海道立釧路芸術館)

★ルパン三世ラッピングトレイン運行 　　　　　　　   　　　http://www.kushiro-artmu.jp/

とき　　　　　  　    通年不定期運行

ところ　　　　      　花咲線(釧路-根室) ★紙面で振り返る戦後・釧路～釧路新聞創立75周年～
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　　　　　      　10月9日(土) ～1月16日(日) 

　　　　　　　       　が描かれた車両を花咲線の不定期列車で運行します。 ところ　　　      　　釧路市立博物館　マンモスホール　入場無料

問い合わせ先　　0154-24-3176(JR釧路駅) 内容　　　　　　 　 釧路新聞の紙面で、1950年代から

　　　　　　      　  　https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/lupin/ 昭和の終わりまで釧路之歴史をたどります。

問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館)

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

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。



★阿寒ユーカラ火のカムイの詩 ★道東　森の恵み号　運行
とき　　　　　      　通年開催 とき　　　　　      　通年不定期運行

ところ　　　      　　阿寒湖アイヌシアターイコロ ところ　       　 　　根室本線（新得～釧路）

内容　　　　　   　　阿寒湖で語り継がれた叙情詩（ユーカラ） 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

「アペヤテンナ」を主題詩とした新プログラム。 　　　　　   　   　  　　　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。　

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　　0154-24-3176(JR釧路駅)

　　　　　　        　　https://www.akanainu.jp/

★阿寒湖アイヌシアターイコロ興行
★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　　　　　   　　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。)

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)

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！


