
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 ２０２２年１月３１日（月）12:00  

 

発 表 項 目      

 

 

２０２２年２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 
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g.jp/ss/srk/kanko/event.html 
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★くしろウインターパーク2022 ★極寒芸術祭　Teshikaga2022
とき 1月28日(金)～2月6日(日)16:00～21:00、（2/6のみ15:00開場） とき　　　　        　2月2日(水)～3月3日(木)

ところ 釧路川耐震リバーサイド地区 ところ　　　    　 　弟子屈町川湯温泉

内容 イルミネーションでライトアップされた高低差のある周遊型スケートリンクで 内容 川湯温泉にある泊まれる美術館

くしろの冬を楽しもう！。 「アートイン極寒藝術伝染装置」周辺で開催。

滑走料：大人800円、高校生以下600円 　 芸術祭のメインは、極寒の森に展開される「雪杜野外美術館」。

入場料（見学者）：300円（高校生以下は入場料無料） 　 現代アート作家の作品が約40点あまり展示されます。

問い合わせ先 0154-41-4141(くしろウィンターパーク実行委員会) 夜明けから21時まで鑑賞できます。

https://www.kuhcci.or.jp/ 問い合わせ先　　onsen@gold.ocn.ne.jp （極寒芸術祭事務局）

　　　　　　　   　　　http://acaf.teshikaga.asia/

★雌阿寒岳スノーシュートレッキング
とき　　　　　　 2月6日(日) ★冬花火
ところ　　　　　 阿寒湖畔エコミュージアムセンター とき　　　　      　　2月12日(土)  19:45～

内容　　　　　　　NPO法人あしょろ観光協会共催のイベント。オンネトー脇から足寄国道までの ところ　　　　      　弟子屈町内（打ち上げ場所は非公開）

　　　　　　　　 林間を下るコースを楽しめる。雌阿寒岳温泉入浴と豚汁のサービス付き。 内容 打ち上げ花火の実施（摩周☆スノーランドは中止）

　　　　　　　　 定員25名　料金1,000円 問い合わせ先　　090-5951-9471（摩周☆スノーランド実行委員会）

問い合わせ先　　0154-67-4100(阿寒湖畔エコミュージアムセンター)

　　　　　　　　 https://business4.plala.or.jp/akan-eco/ ★動物園のひなまつり
とき　　　　      　　2月27日(日)

★一歩園の森展望ハイキング ところ　　      　　　釧路市動物園

とき　　　　　　 2月13日(日) 内容　　　　　     　特製ひな飾り、耳の日クイズラリー

ところ　　　　　 阿寒湖畔エコミュージアムセンター 問い合わせ先　　0154-56-2121(釧路市動物園)

内容　　　　　　　阿寒湖の南側にある前田一歩園の山林で、阿寒湖と雄阿寒岳の展望を 　　　　　         　　https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

　　　　　　　　 楽しみながらスキーとスノーシューでハイキングを行います。 　　　　　         　　

　　　　　　　　 定員10名　料金1,000円(別途貸ｽﾉｰｼｭｰ550円) ★阿寒湖イルミネーション天園の森
問い合わせ先　　0154-67-4100(阿寒湖畔エコミュージアムセンター) とき　　　　        　12月19日(日)～2月19日(土)　16:00～22:00

　　　　　　　　 https://business4.plala.or.jp/akan-eco/ ところ　　　    　 　阿寒湖温泉湖岸駐車場特設会場

内容 約30,000球のLEDライトやスターレーザー、ムービングライトで構成された

★コレクション展 名品展＋新収蔵品展 　 「色と光と音にあふれるウィンターガーデン」です。

とき　　　　　      　1月4日(火)～2月6日(日) 問い合わせ先　　0154-67-3200(阿寒湖観光協会)

ところ　　　　      　釧路市立美術館

内容　　　    　　   美術館に収蔵されるコレクションの名品とともに、近年にコレクションに加わった

新収蔵品を合わせて展示。幅広いジャンルから作品をご紹介します。 ★釧路のまちと人～移り変わる風景とくらし～
問い合わせ先　　0154-42-6116(釧路市立美術館) とき　　　　　      　12月18日(土) ～2月27日(日) 

　　　　　　        　　https://www.k-bijutsukan.net/ ところ　　　      　　釧路市立博物館 常設展示室特別展示室（入館料が必要です）

内容　　　　　　 　 時代の異なる街並みの写真や市街地。暮らしで使われた道具などで、当時の

★阿寒湖氷上フェスティバルICE・愛す・阿寒 冬華火 釧路を振り返ります。そして現在の姿を見つめ直してみませんか。

とき　　　　        　2月1日(火)～3月19日(土)　20:10～ 問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館)

ところ　　　    　 　阿寒湖温泉 https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

内容 凍てつく阿寒湖上に期間中毎夜打ち上げられる花火。

　 氷点下の澄み切った空気の中、阿寒湖の氷上から ★ミニ展示「根室本線100年・釧網本線90年」
夜空に大輪の華が美しく彩ります。 とき　　　　　      　6月26日(土) ～2月27日(日) 

問い合わせ先　　0154-67-3200(阿寒湖観光協会) 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）

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

「釧網本線」全通から90年。

とき　　　　       　　1月22日(土)～2月27日(日) これらを記念し、鉄道資料の展示を行います

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　　0154-41-5809(釧路市立博物館)

内容　　　   　　  　JR釧網本線「SL冬の湿原号」のシーズンにあわせ、竹中泰彦氏（鉄研三田会）が https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

大学在学中の昭和30年前後に撮影した北海道と鉄道の風景について                          

道東各線を中心に展示する写真展を開催します。 ★あいすランド阿寒
なお、会場では写真ミニ展示「出区前・帰区後から とき　　　　　      　1月1日(土)～3月31日(木)(氷の状況によりオープンが遅れることがあります)

SL冬の湿原号を支える人びと」を併設します（無料） ところ　　　      　　阿寒湖湖上

問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館) 内容 氷上わかさぎ釣り、スノーモービル、スノーバギー、

　　　　　　　        　http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/ バナナボート、歩くスキー、スケート　ほか

問い合わせ先　　0154-67-2057(㈲広大)

★コレクション展 ヒトのかたち https://www.koudai-akan.com/

とき　　　　　      　2月19日(土)～3月20日(日)

ところ　　　　      　釧路市立美術館 ★水に生きる植物
内容　　　    　　   美術館に所蔵される「ヒトのかたち」に注目し、釧路の人々の生活を とき　　　　       　　10月30日(土)～3月6日(日)

長年描き続けた川瀬敏夫の「人たち」をはじめとする群像表現、 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）

また作家固有の世界観で人を描いた木路毛五郎、中江紀洋の 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）」。水草たちの

彫刻など１３点を展示いたします。 少し変わった生き方を、博物館の収蔵資料とあわせて紹介します。

問い合わせ先　　0154-42-6116(釧路市立美術館) 問い合わせ先　　0154-41-5809(釧路市立博物館)

　　　　　　        　　https://www.k-bijutsukan.net/ 　　　　　　　        　http://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。

★企画展「昭和30年、北海道・鉄道の風景～竹中泰彦写真展～」



★コレクション展 水からはじまるアート ★『冬のネイチャーウォッチングツアー』
とき　　　　        　12月24日(金)～4月8日(金)　9:30～17:00       ○原生花園あやめヶ原バードウォッチングコース
ところ　　　    　 　北海道立釧路芸術館 とき　　　　　　 1月15日(土)～3月20日(日) 10:00～12:30

内容 本展では「水」をテーマとして ところ　　　　　 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ（集合場所）

　 芸術館のコレクションから約70点を展覧します。 内容　　　　　　 冬のあやめヶ原で、ネイチャー・バードウォッチング！エゾシカやキタキツネ、

問い合わせ先　　0154-23-2381(北海道立釧路芸術館) 　　　　　　　　 オジロワシなどの姿を見ることができます。(要予約:３日前までに)

　　　　　　　   　　　http://www.kushiro-artmu.jp/ 　　　　　　　　 料金：1名のみ9,000円、2名以上おひとり7,000円

                                 傷害保険料別途お一人様500円

★小宮伸二 YURAGI/ゆらぎ 　　○厚岸湖展望コース
とき　　　　        　12月24日(金)～4月8日(金)　9:30～17:00 とき　　　　　　 1月15日(土)～3月20日(日) 10:30～12:30

ところ　　　    　 　北海道立釧路芸術館 ところ　　　　　 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ（集合場所）

内容 「水からはじまるアート」展にあわせて、 内容　　　　　　 厚岸の街並みはもちろん、厚岸湖や厚岸湾を一望できる隠れた名所の

　 「YURAGI/ゆらぎ」を展示します お供え山、水面が結氷した厚岸湖にはオオハクチョウや

問い合わせ先　　0154-23-2381(北海道立釧路芸術館) オジロワシ、オオワシを観察することが出来ます。(要予約:３日前までに)

　　　　　　　   　　　http://www.kushiro-artmu.jp/ 料金：1名のみ8,000円、2名以上おひとり6,000円

傷害保険料別途お一人様500円

★ワカサギ釣り体験ツアーin別寒辺牛川 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　　　　　　 1月15日(土)～3月10日(木)　※氷の状況で期間変動あり。10:30～13:00 　　　　　　　 https://www.conchiglie.net/tour/

ところ　　　　　 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ（集合場所）

内容　　　　　　 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) ★ソリ山の開設
　　　　　　　　 料金：大人4,500、子供3,500円 とき　　　　      　　1月中旬～3月初旬

傷害保険料別途おひとりさま５００円 ところ　　      　　　釧路市動物園

問い合わせ先　　0153-52-4139（厚岸味覚ターミナル・コンキリエ） 内容　　　　　     　ソリ山・歩くスキーコースの開設

　　　　　　　　 https://www.conchiglie.net/tour/ 問い合わせ先　　0154-56-2121(釧路市動物園)

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

★ルパン三世ラッピングトレイン運行
とき　　　　　  　    通年不定期運行 ★道東　森の恵み号　運行
ところ　　　　      　花咲線(釧路-根室) とき　　　　　      　通年不定期運行

内容　　　　      　 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 ところ　       　 　　根室本線（新得～釧路）

　　　　　　　       　車両を花咲線の不定期列車で運用します。 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

　　　　　　　       　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。 　　　　　   　   　  　　　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　　0154-24-3176(JR釧路駅) 問い合わせ先　　0154-24-3176(JR釧路駅)

　　　　　　      　  　https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/lupin/

★ＳＬ冬の湿原号運行
★第69回　釧路郷土作家展 とき　　　　　　 【2月】　4日(金)～13日(日)、18日(金)～20日(日)、

とき　　　　　      　美術部門　2月19日(土)～27日(日)10:00～17:00 　　　　　　　　  23日(水・祝)～27日(日)

書・写真部門　3月12日(土)～20日(日)10:00～17:00 　　　　　　　　　　     　【3月】　4日(金)～6日(日)、11日(金)～13日(日)、

ところ　　　　      　釧路市立美術館  18日(金)～21日(月・祝)

内容　　　    　　   釧路で活躍する作家の最新作が集まる展覧会。 ところ　　　　　 釧網本線(釧路駅～標茶駅間)

３部門で約１２０人の作家の作品を一度に楽しめます。 内容　　　　　　 白銀の釧路湿原を勇壮なＳＬが走ります。

問い合わせ先　　0154-42-6116(釧路市立美術館) 今年1号車と5号車が「たんちょうカー」としてリニューアルしました。

　　　　　　        　　https://www.k-bijutsukan.net/ ※蒸気機関車が修理中のため、しばらくディーゼル車での運行となります。

問い合わせ先　　0154-24-3176(JR釧路駅)

　　　　　　　　 http://www.jrhokkaido.co.jp/travel/sl/

（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

・くしろ駅MAP公開中＆キャンペーン実施中！

飲食店における感染防止

対策の認証制度（通称、

第三者認証制度）のご案

・第三者認証制度のご案内


