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★第75回くしろ港まつり ★春採湖水まつり
とき　　　　　     　8月6日（土）、7日（日） とき 8月13日（土）12：00～　花火19：00～

ところ　　　　     　耐震・旅客船ターミナル ところ　　　　      　春採公園ネイチャーセンター横の広場

内容　　　   　 　　釧路市の夏を彩る伝統的なお祭りです。 内容　　　　　       天然記念物としても知られる春採湖の湾岸で開催される

大漁ばやしパレード、音楽パレード実施 イベントです。楽しい野外演奏や各種出店、花火大会を

問い合わせ先 0154-53-3371（水産港湾空港部　港湾空港課） 楽しむことができます。

　　　　　　       　　https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/umisora/minato/k_matsuri/portfes.html 問い合わせ先 090-2870-0120（事務局）

https://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/2604/

★第62回釧新花火大会
とき　　　　　　8月16日（火）19：00～ ★鶴居ふるさと花火大会
ところ　　　　　新釧路川鳥取橋上手緑地公園 とき 8月14日（日）

内容 新釧路川の河川敷から約8000発の花火が打ち上げられます。 ところ　　　　      　鶴居村村営球技場

名物特大ナイヤガラも3年ぶりの飛泉 内容　　　　　       令和4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

問い合わせ先 0154ｰ22ｰ1111（釧路新聞社経営企画室） 仮装盆踊りは中止し、打ち上げ花火のみ実施します。

https://news-kushiro.co.jp/hanabi/ 問い合わせ先 0154-64-2114（鶴居村役場　商工観光係）

https://www.vill.tsurui.lg.jp/kanko_sangyo_bunka_sports/

★第68回くしろ市民北海盆踊り kanko_PR/tsuruinoevent/982.html
とき 8月19日（金）　17：00～19：00　雨天順延 ★第8回港inしらぬか花火大会
ところ 栄町平和公園 とき 8月20日（土）　16：30～開場

内容 毎年8月19日釧路の短い夏を惜しむかのように開催されます。 　　　　　　　　　19：00～花火打ち上げ

事前申込み制：7月19日（火）～8月5日（金） ところ　　　　      　白糠漁港

問い合わせ先 0154ｰ47ｰ0808（くしろ市民北海盆踊り会） 内容 花火の打ち上げ、ステージイベント、屋台村

https://fm946.com/broadcast/information/2022/07/post-8707/ 問い合わせ先 01547ｰ2ｰ2171（白糠町役場）

白糠町商工会 - ホーム | Facebook

★くしろ湿原ノロッコ号2022
とき 4月29日（金）～10月10日（月） ★しべちゃ納涼夏まつり（町民花火大会）

8月の運行：1日（月）～31日（水） とき 8月13日（土）　13：00～花火終了まで（20：00～花火打ち上げ）

　　　　　　　  2往復運転 ところ 標茶町開発センター前特設会場

内容 車窓から楽しむ四季折々の湿原風景 内容 縁日や野外ビアガーデン、子供ゲーム大会など

大人一人片道（釧路～塘路間）　640円 問い合わせ先　　015ｰ485ｰ2264（標茶町観光協会）

　　　　　　　　　　　　　　指定席　　840円　 　 http://www.sip.or.jp/~kankou/event/event-top.html
こどもは半額

問い合わせ先 0154ｰ25ｰ1683（JR北海道釧路支社） ★夜の動物園まつり

https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/kushironorokko/index.html とき 8月6日（土）、13日（土）

20：30まで開園（入園は20：00まで）

★阿寒湖の森ナイトウォーク　KAMUY　LUMINA ところ 釧路市動物園

とき 6月18日（土）～11月19日（土） 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

開催時間：6月18日（土）～8月9日（火）19：30～21：30 イベントが楽しめます。

　　　　　　  8月10日（水）～8月31日（水）19：00～21：30 問い合わせ先　　0154ｰ56ｰ2121（釧路市動物園）

ところ 阿寒湖 https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/index.html
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 　　　　　　        　　

夢のような体験が、夕暮れとともにはじまります。 ★摩周湖SKYクルーズ
大人（中学生以上）前売：3,000円　当日：3,500円 とき 7月30日（土）～8月21日（日）

　　　　　　        　　小人（小学生）　　　前売：1,500円　当日：1,700円 8月10日（水）は運休

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） ところ　　　      　　渡辺体験牧場

https://kamuylumina.jp/ 内容　　　　　   　　渡辺体験牧場を発着場所とする遊覧飛行。

※コースの詳細、料金等についてはHPをご覧ください。

★SUMMER　JACK 問い合わせ先　　011ｰ781ｰ1247（北海道航空）

とき 8月6日（土）10：00～20：00 　　　　　　        　　https://hokkaido-koku.co.jp/sky-cruise/mashuko/
ところ 釧路川ふれあい広場

内容 釧路川沿いに新たに誕生した広場で、町内外から集まった ★第18回わっと･生誕祭
アーティストによる演奏が続きます。 とき　　　　      　　8月27日（土）

問い合わせ先 SUMMER　JACK実行委員会 ところ　　      　　　釧路市民活動センターわっと

https://www.masyuko.or.jp/event/ 内容　　　　　     　ステージイベント、テント市など

問い合わせ先　　0154ｰ22ｰ2232（釧路市民活動センターわっと）

★アイヌ古式舞踊 　　　　　         　　http://www.946wat.jp/

とき 通年

8月の予定：11：00～11：30、13：30～14：00、20：00～20：30 ★阿寒ユーカラ　「ロストカムイ」
ところ 阿寒湖アイヌシアター「イコロ」 とき 通年

内容 かつてアイヌがカムイ（神々）から作り方を教わった祭具 　　　　　　　　8月の予定：15：00～15：30、21：00～21：30

「イナウ」をモチーフに古式舞踊を披露します。 ところ 阿寒湖アイヌシアター「イコロ」

当日入場料：大人（川柳）中学生以上）1,500円、小学生700円 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

問い合わせ先　　0154ｰ41ｰ5809（阿寒湖アイヌコタン） 　　　　　　　　技術と舞踊で立体的に表現されています。

https://www.akanainu.jp/tr-dance 当日入場料：大人（中学生以上）2,200円、小学生700円

問い合わせ先 0154ｰ67ｰ2727（阿寒湖アイヌコタン）

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

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

（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 集合場所：厚岸味覚ターミナル・コンキリエ

問い合わせ先 0153-52-4139(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）

https://www.conchiglie.net 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）

☆別寒辺牛湿原カヌーツーリング https://www.conchiglie.net

とき　　　　　　4月24日（日）～10月31日（月） ☆床潭・ピリカウタコース
 9:00～12:00、13:30～16:30 とき 6月1日（水）～9月30日（金）　

内容　　　　　　別寒辺牛川を約9kmカナディアンカヌーで川下りし、 9:00～12:00

　　　　　　　　厚岸らしい自然景観をたっぷり満喫するツアーです。 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・

☆別寒辺牛川ショートコースタンチョウ湿原プラン 小島を一望できるピリカウタ展望台を目指します。

とき　　　　　　4月24日（日）～11月15日（火） ☆別寒辺牛湿原コース
8:30～10:00、10:30～12:00、13:30～15:00 とき 6月1日（水）～9月30日（金）　

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 9:00～10:30

　　　　　　　   ピッタリの湿原散策カヌープランです。　　　　 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

☆湿原夕どきカヌー ながらサイクリング！

とき 5月1日(日)～10月10日(月) ☆厚岸湖・愛冠岬コース
　　　　　　　   16:00～17:30 とき 6月1日（水）～9月30日（金）　

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 9:00～11:00

ツーリング。 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

ます。

★なつのあっけしたのしまないと2022
とき 8月6日（土）17：00～20：00 ★MINIATURE　LIFE展　田中達也見立ての世界

8月7日（日）9：00～15：00 とき 7月16日（土）～9月11日（日）

ところ 厚岸町役場駐車場 ところ 釧路市立美術館

内容 会場では、抽選会、出店、キッチンカーのほか、獅子舞、 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

　　　　　　　   　　　バルーン、アートショー、ダンスショーなどを行う予定です。 　　　　　　　   　　　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

なお抽選会は7日（日）14：00～14：15です。 ミニチュア作品を約150点展示します。

問い合わせ先　　0153ｰ52ｰ3185（厚岸町商工会内） 問い合わせ先　　0154ｰ42ｰ6116（釧路市立美術館）

あっけしでたのしまないと実行委員会 - ホーム | Facebook https://k-bijutsukan.net/

★霧多布湿原観察会2022晩夏
★春採湖畔いきもの観察会 とき 8月27日（土）10：00～12：00

とき 4月～11月 ところ 集合：霧多布湿原センター

ところ 集合：釧路市立博物館 内容 秋を迎える霧多布湿原を、湿原センターから眺めてみま

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 せんか？

しませんか？湖畔のお散歩の楽しみ方が増えるかも！ 定員20名　事前申込み期間：8月2日（火）～14日（日）

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

☆春採湖畔探鳥会
とき 8月21日（日）8：00～10：00 ★「湿原の王国・道東」

参加費無料 とき 7月9日（土）～10月16日（日）

☆春採湖畔草花ウオッチング ところ 釧路市立博物館マンモスホール

とき 8月20日（土）13：30～15：30 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

参加費50円 関わりを紹介します。

☆しらべてみよう春採湖の昆虫 問い合わせ先 0154ｰ41ｰ5809（釧路市立博物館）

とき 8月13日（土）13：30～15：00 https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/index.html

参加費50円

（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！

・ドライブくしろキャンペーン（７月８日～９月３０日）

・オールくしろ魅力発見ドライブスタンプラリー

（７月１日～９月３０日）
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