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★第38回くしろ霧フェスティバル ★阿寒湖原産「ヒメマス祭り」～カパチェプノミ～
とき　　　　　     　7月22日（金）～7月24日（日） とき　　　　　      　7月2日（土）　16：00～

ところ　　　　     　釧路幸町緑地の野外ステージ ところ　　　　      　阿寒湖岸駐車場内特設会場

内容　　　   　 　　釧路幸町緑地の野外ステージで開催される釧路の自然の 内容　　　　　       陸封型の鮭、姫鱒は阿寒湖原産であることから、アイヌ伝統

シンボル「海霧」を楽しむイベントです。 儀式として自然のあらゆる神々に姫鱒の恵みを感謝する
問い合わせ先　　0154ｰ42ｰ1121 お祭りです。

　　　　　　       　　https://www.kushirokirifestival.com/ 問い合わせ先　　0154ｰ67ｰ2727（阿寒湖アイヌコタン）

https://www.akanainu.jp

★阿寒ふるさとまつり
とき　　　　　　7月下旬（予定） ★KAMUY　LUMINA　阿寒湖の森ナイトウォーク
ところ　　　　　阿寒町行政センター横特設会場 とき　　 6月18日（土）～11月19日（土）

内容 夏の阿寒の魅力満載なイベントです。特産品の販売や ところ 阿寒湖

ステージショー、豪華景品が当たるお楽しみ抽選会等の 内容 湖畔の森から1.2㎞の道をたどり、アイヌの神の世界を目指す

とき　　　　　　催しもたくさん企画しています。 夢のような体験が、夕暮れとともにはじまります。
問い合わせ先　　0154ｰ66ｰ2122（阿寒町行政センター地域振興課） 大人（中学生以上）前売：3,000円　当日：3,500円

https://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/2556/ 　　　　　　        　　小人（小学生）　　　前売：1,500円　当日：1,700円
問い合わせ先　　0154ｰ65ｰ7121（阿寒アドベンチャーツーリズム）

★摩周の里　夏まつり https://kamuylumina.jp/

とき　　　　　　7月中旬の土日

ところ　　　　　弟子屈町役場駐車場特設会場 ★MINIATURE　LIFE展　田中達也見立ての世界
内容 ステージイベント・摩周玉入れ選手権大会や、弟子屈なら とき 7月16日（土）～9月11日（日）

　　　　　　　　ではの美味しい食を楽しむことができる、地元の住民に長く ところ 釧路市立美術館

愛されてきた夏のイベントです。 内容 ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也氏が、ジオラマ用の
問い合わせ先　　015ｰ482ｰ2677（摩周フロンティア） 　　　　　　　   　　　人形と身近な日用品を組み合わせて、別のものに見立てた

https://www.masyuko.or.jp/ ミニチュア作品を約150点展示します。
問い合わせ先　　0154ｰ42ｰ6116（釧路市立美術館）

★夜の動物園まつり https://k-bijutsukan.net/
とき 7月30日（土）、8月6日（土）、13日（土）

午後8：30まで開園、入園は午後8：00まで ★ヨーロッパ版画の花束　北海道立近代美術館　友田コレク
ところ 釧路市動物園 ションを中心に
内容 キャンドルアート、夜のフクロウ観察ガイドなど、夜ならではの とき 7月9日（土）～9月4日（日）

                         イベントが楽しめます。 ところ 北海道立釧路芸術館
問い合わせ先　　0154ｰ56ｰ2121（釧路市動物園） 内容 北海道立近代美術館の「友田コレクション」は、詩人で児童

https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/ 　　　　　　　   　　　文学者の友田多喜雄氏が収集した名作版画コレクション。

友田コレクションを中心に近代・現代版画コレクションから

★くしろ湿原ノロッコ号2022 選りすぐった300点余りをご紹介します。

とき 4月29日（金）～10月10日（月） 問い合わせ先　　0154ｰ23ｰ2381（北海道立釧路芸術館）

7月の運行：1日（金）～15日（金）1往復運転 https://www.kushiro-artmu.jp/

　　　　　　　16日（土）～31日（日）2往復運転

内容 車窓から楽しむ四季折々の湿原風景 ★春採湖畔いきもの観察会
大人一人片道（釧路～塘路間）　640円 とき 4月～11月

　　　　　　　　　　　　　　指定席　　840円　 ところ 集合：釧路市立博物館

こどもは半額 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
問い合わせ先 0154ｰ25ｰ1683（JR北海道釧路支社） しませんか？湖畔のお散歩の楽しみが増えるかも！

https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/kushironorokko/index.html 問い合わせ先　　0154ｰ41ｰ5809（釧路市立博物館）

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

★いきものの王国　岩合徳光・動物記 ☆春採湖畔探鳥会
とき　 7月9日（土）～9月4日（日） とき 7月17日（日）8：00～10：00

ところ 北海道立釧路芸術館 参加費無料

内容 岩合徳光氏の「カメラ動物記」、「日本の野生」、「野生の鼓動」 ☆春採湖畔　草花ウオッチング
といった代表的なシリーズ約50点を一堂に展示。 とき 7月16日（土）　13：30～15：30

問い合わせ先　　0154ｰ23ｰ2381（北海道立釧路芸術館） 参加費50円

https://www.kushiro-artmu.jp/ ☆春採湖　汽水のいきもの観察会
とき 7月9日（土）　13：30～15：00

★「湿原の王国・道東」 内容 参加費50円

とき 7月9日（土）～10月16日（日） 　　　　　         　　定員20名（先着）

ところ 釧路市立博物館マンモスホール 事前予約：7月1日（金）9：30から

内容 釧路湿原と霧多布湿原を中心に、湿原と生き物、暮らしとの

関わりを紹介します。
問い合わせ先 0154ｰ41ｰ5809（釧路市立博物館）

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

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！

※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。
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★つつじヶ原の散策 ★第63回あっけしあやめまつり
とき 6月10日（金）～7月10日（日）　毎朝6:00～7:00 とき 6月25日（土）～7月3日（日）

ところ 集合場所：川湯足湯広場 ところ 原生花園あやめヶ原

内容 川湯温泉をスタートし、硫黄山までのおよそ3㎞の道を歩く 内容　　　　　　 　 原生花園あやめヶ原は海岸線を一望できるビュースポットで、

ツアーです。 約30万株のヒオウギアヤメが、まつり期間中に見頃を迎え

参加料金：小学生以上500円　幼児は無料 開花します。
問い合わせ先　　015ｰ486ｰ9181 問い合わせ先 0153ｰ52ｰ3131（厚岸観光協会）

（阿寒摩周国立公園川湯地域運営協会） http://www.akkeshi.shop/event/

https://www.masyuko.or.jp/event

★厚岸味覚ターミナル・コンキリエ主催　
★厚岸味覚ターミナル・コンキリエ主催　カヌー体験 　 ガイド付きサイクリングツアー　
ところ 集合場所：厚岸味覚ターミナル・コンキリエ ところ 集合場所：厚岸味覚ターミナル・コンキリエ

（要予約：3日前までに・料金等詳細はHPをご確認ください） （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 0153-52-4139(厚岸味覚ターミナル・コンキリエ) 問い合わせ先　　0153ｰ52ｰ4139（厚岸味覚ターミナル・コンキリエ）

https://www.conchiglie.net https://www.conchiglie.net

☆別寒辺牛湿原カヌーツーリング ☆床潭・ピリカウタコース
とき　　　　　　4月24日（日）～10月31日（月） とき 6月1日（水）～9月30日（金）　

 9:00～12:00、13:30～16:30 9:00～12:00

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 北太平洋シーサイドラインを通り、太平洋に浮かぶ大黒島・

　　　　　　　　厚岸らしい自然景観をたっぷり満喫するツアーです。 小島を一望できるピリカウタ展望台を目指します。

☆別寒辺牛川ショートコースタンチョウ湿原プラン ☆別寒辺牛湿原コース
とき　　　　　　4月24日（日）～11月15日（火） とき 6月1日（水）～9月30日（金）　

8:30～10:00、10:30～12:00、13:30～15:00 9:00～10:30

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 ラムサール条約登録湿地の雄大な別寒辺牛湿原風景を眺め

　　　　　　　   ピッタリの湿原散策カヌープランです。　　　　 ながらサイクリング！

☆湿原夕どきカヌー ☆厚岸湖・愛冠岬コース
とき 5月1日(日)～10月10日(月) とき 6月1日（水）～9月30日（金）　

　　　　　　　   16:00～17:30 9:00～11:00

内容 夕日に照らされ赤く染まる湿原を見ながらのんびりカヌー 内容 厚岸町のシンボル厚岸大橋を渡り、景勝地の愛冠岬を目指し

ツーリング。 ます。

★阿寒ユーカラ　「ロストカムイ」 ★厚岸味覚ターミナル・コンキリエ主催　あさり掘り体験ツアー
とき 通年 とき 4月1日（金）～7月15日（金）

ところ 阿寒湖アイヌシアター「イコロ」 ところ 集合場所：厚岸味覚ターミナル・コンキリエ

内容 アイヌとエゾオオカミとの共生をテーマとした物語がデジタル 内容 家族や友人、みんなでわいわい楽しめるあさり掘りツアー！

技術と舞踊で立体的に表現されています。 （要予約：3日前までに）

当日入場料：大人（中学生以上）2200円、小学生700円 大人1人:1700円、小学生1人:1200円、幼児:無料
問い合わせ先 0154ｰ67ｰ2727（阿寒湖アイヌコタン） 問い合わせ先　　0153ｰ52ｰ4139（厚岸味覚ターミナル・コンキリエ）

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

★アイヌ文化ガイド「Anytime,Ainutime!」
とき 通年

（森の時間、湖の時間は4月～5月は休み）

ところ 阿寒湖

内容 阿寒湖アイヌコタンの地元ガイドがアイヌ文化を伝えるツアー
問い合わせ先 0154ｰ67ｰ2727（阿寒湖アイヌコタン）

https://anytimeainutime.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！

・くしろ体験割（令和4年5月31日～令和5年2月28日）

・厚岸霧多布昆布森国定公園
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