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★あったか初日の出2023 ★初日の出を見る会
とき　　　　　      　1月1日（日）6：00～8：00（日の出6：50） とき　　　　      　　1月1日（日）6：30～7：30

ところ　　　　      　霧多布湿原センター ところ　　      　　　多和平特設会場

内容 お正月は、あたたかい湿原センターの館内で初日の出を見ま 内容　　　　　     　「地平線の見える大牧場多和平」において雄大な地平線から

せんか？数量限定でホットミルクや福餅も配布いたします。 昇る初日の出を愉しみませんか？当日会場では牛乳と
問い合わせ先　　0153ｰ65ｰ2779（霧多布湿原センター） 　　　　　         　　ポケットティッシュを無料提供（数量限定）

https://www.kiritappu.or.jp/center/ 問い合わせ先　　015-485-2264（標茶町観光協会）

http://www.sip.or.jp/~kankou/index.html

★道の駅しらぬか恋問初売り
とき　　　　      　　1月3日（火）10：00～ ★冬の動物園まつり
ところ　　　　      　道の駅しらぬか恋問 とき 1月29日（日）

内容 毎年、早朝から行列ができる恋問館の初売り。 ところ 釧路市動物園

大人気のお魚の福袋のほかチーズや恋問館オリジナルの 内容 釧路市動物園で冬が大好きな動物たちと一緒に楽しみま

福袋などの販売を予定しています。 せんか。クイズラリーやミニ雪像作りなど寒さも忘れるくらい
問い合わせ先　　01547ｰ5ｰ3317（道の駅しらぬか恋問） 　　　　　　       　　盛りだくさんのプログラムが用意されています。

https://www.town.shiranuka.lg.jp/section/keizai/nfml63000000153l.html#s5 問い合わせ先　　0154ｰ56ｰ2121（釧路市動物園）

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

★SL冬の湿原号
とき 【1月】21日（土）、22日（日）、27日（金）～29日（日） ★新春オリジナルグッズプレゼント

【2月】3日（金）～12日（日）、17日（金）～19日（日） とき 1月3日（火）

　　　　23日（木・祝）～26日（日） ところ 釧路市動物園

【3月】3日（金）～5日（日）、10日（金）～12日（日）、 内容 釧路市動物園で先着100組に新春オリジナルグッズを

　　　　17日（金）～19日（日）、21日（火・祝） 　　　　　　　        　プレゼント

ところ 釧路駅～標茶駅間 問い合わせ先　　0154ｰ56ｰ2121（釧路市動物園）

内容 凍てつく空気をかきわけて「SL冬の湿原号」の勇姿が雪原の https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/index.html

中を走ります。2023年客車内フルリニューアルしました。
問い合わせ先　　0154ｰ24ｰ3176（JR釧路駅） ★あいすランド阿寒
　　　　　　　　https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/sl/index.html とき 1月1日（日）～3月31日（金）

　　　　　　　　 ところ 阿寒湖

★冬のネイチャーウォッチングツアー 内容 天然わかさぎ釣り、スノーモービル、バナナボート、

☆愛冠岬スノーシューハイキングコース アイススケート、四輪バギー、歩くスキー

とき　　　　　　1月15日(日)～3月20日(月) 問い合わせ先　　0154ｰ67ｰ2057（有限会社広大）

8：30～10：00、10：30～12：00、13：30～15：00 https://www.koudai-akan.com/iceland.html

ところ 集合：厚岸味覚ターミナル・コンキリエ

内容　　　　　　厚岸霧多布昆布森国定公園区域の愛冠岬をガイドと一緒に ★冬のウニツアー
　　　　　　　　スノーシューで散策。（要予約3日前までに） とき 2022年12月10日（土）～2023年2月28日（火）

                                 ところ NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト事務所

☆厚岸湖展望コース 内容 ウニの殻剥きとウニ丼体験の他に、浜中町の自然やウニの

とき　　　　　　1月15日(日)～3月20日(月) 10：00～12：00、13：30～15：30 加工場を見学することができる2つの体験オプションより1つ、

ところ　　　　　集合：厚岸味覚ターミナル・コンキリエ 選ぶことができます。

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 ※ツアー実施の3日前までにお申し込みください。

隠れた名所のお供え山。水面が結氷した厚岸湖にはオオ 問い合わせ先　　0153ｰ65ｰ2779（霧多布湿原センター）

ハクチョウやオジロワシ、オオワシを観察することが出来ます。 https://www.kiritappu.or.jp/newinfo/notice/2022/12/04/
（要予約：3日前までに）

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） ★ワカサギ釣り体験ツアーin別寒辺牛川
https://www.conchiglie.net/tour/ とき　　　　　　1月15日(日)～3月10日(月)　10:30～13:00

　　　　　　　 ところ　　　　　集合：厚岸味覚ターミナル・コンキリエ

★ひょうたん沼スノーシューハイキング 内容　　　　　　冬の別寒辺牛川でわかさぎ釣りを楽しもう！！

とき 1月22日（日） 　　　　　　　 釣ったわかさぎはその場で天ぷらにして、コンキリエオリジナル

ところ 阿寒湖畔エコミュージアムセンター 　　　　　　　　の牡蠣醤油と牡蠣塩で試食を♪

内容 スノーシューをはき、ひょうたん沼の氷上や周辺の森、沢沿い （要予約：3日前までに）

などを散策します。エゾシカ、エゾモモンガなど、動物の痕跡を 問い合わせ先　　0153-52-4139（厚岸味覚ターミナル・コンキリエ）

探しながらのハイキングです。（定員10名） 　　　　　　　　https://www.conchiglie.net/tour/
問い合わせ先　　0154ｰ67ｰ4100（阿寒湖畔エコミュージアムセンター）

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/event.html ★プラネタリウム冬番組
とき 2022年12月1日（木）～2023年2月28日（火）

ところ 厚岸町海事記念館

内容　　　　　　冬の星座に関するプラネタリウムを投影します。
問い合わせ先　　0153ｰ52ｰ4040（厚岸町海事記念館）

http://edu.town.akkeshi.hokkaido.jp/kaiji/planetarium/

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。

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）
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★連凧を作って揚げよう ★湿原アニマルトラッキング
とき 1月7日（土）10：00～12：00 とき 1月15日（日）10：00～12：00

ところ 塘路湖エコミュージアムセンター ところ 温根内ビジターセンター

内容 自作の凧に干支文字やイラストなどを描いて、新年を迎えた 内容 雪の上の足跡や、あちこちに残る痕跡から、湿原周辺の動物

湿原の空に揚げてみましょう。 の行動と暮らしについて考えます。

材料費：100円 問い合わせ先　　0154ｰ65ｰ2323（温根内ビジターセンター）
問い合わせ先　　015ｰ487ｰ3003（塘路湖エコミュージアムセンター） https://www.kushiro-shitsugen-np.jp/kansatukai/

https://www.kushiro-shitsugen-np.jp/kansatukai/

★阿寒の森間伐材アート展
★展覧会の30年ー企画展を振り返るー とき 2022年12月18日（水）～2023年1月17日（火）

とき 1月4日（水）～2月5日（日） ところ 阿寒湖まりむ館1F・ロビー

ところ 釧路市立美術館ギャラリーA 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

内容 本展では、これまでの展覧会、とりわけ「くしろの造形」シリーズ 間伐材の作品展を計画しました。

に焦点を当て、美術館の活動の歩みを当館コレクションととも 問い合わせ先　　0154-67-4400（阿寒湖まりむ館）

に振り返ります。 https://instagram.com/akan.artist?igshid=YmMyMTA2M2Y=

問い合わせ先　　0154ｰ42ｰ6116（釧路市立美術館）

https://k-bijutsukan.net/ ★国鉄型気動車キハ40
とき 2022年9月10日（土）～2023年3月19日（日）

★リムセヤン・ウポポヤン～受け継がれる道東アイヌの歌と ところ 釧路市立博物館常設展示室2階（釧路の近代）

　踊り～ 内容 通勤・通学、また旅行者にも利用され、長らく地域の交通を

とき 2022年10月22日（土）～2023年1月22日（日） 支えてきた車両「キハ40」に使用されていた部品を展示します。

ところ 釧路市立博物館マンモスホール 問い合わせ先　　0154-41-5809（釧路市立博物館）

内容 道東のアイヌ古式舞踊のバラエティ豊かな様相とその継承の https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

歴史を、映像や写真、解説パネル、文書資料、踊りや歌に

登場する小道具などの実物資料を通じて紹介します。 ★アートに耳をかたむけて　絵画と彫刻から聞こえる「音」
問い合わせ先　　0154-41-5809（釧路市立博物館） とき 2022年12月17日（土）～2023年4月9日（日）

https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/index.html ところ 北海道立釧路芸術館

内容 釧路芸術館のコレクションを、「音」をキーワードに紹介します。

★映像上映「アイヌの古式舞踊ー釧路地方篇ー」と 見て鑑賞するのはもちろんのこと、想像力をふくらませ、日本画、

　古式舞踊のお話会 油彩、写真、彫刻など、アートのなかにゆたかに広がる「音」の

とき 1月14日（土）13：30～14：30 　　　　　　　        　世界に耳をかたむけてみませんか。

ところ 釧路市立博物館講堂 問い合わせ先　　0154ｰ23ｰ2381（北海道立釧路芸術館）

内容 1954年撮影・制作の映画「アイヌ古式舞踊ー釧路地方篇」を、 https://www.kushiro-artmu.jp/

　　　　　　       　　学芸員の解説をまじえながら上映いたします。
問い合わせ先　　0154ｰ41ｰ5809（釧路市立博物館） ★阿寒ユーカラ　「ロストカムイ」
　　　　　　      　  　https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/index.html とき 通年

　　　　　　　　1月の予定：15：00～15：30（土日祝のみ）、21：00～21：30

★追悼　彫刻家・中江紀洋 ところ 阿寒湖アイヌシアター「イコロ」

とき　　　　        　2022年12月17日（土）～2023年4月9日（日） 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

ところ　　　    　 　北海道立釧路芸術館 　　　　　　　　技術と舞踊で立体的に表現されています。

内容 生まれ故郷の釧路を長く拠点とした彫刻家中江紀洋氏の、 当日入場料：大人（中学生以上）2,200円、小学生700円

　 自然や人間、時や祈りなどのテーマのもと優れた造形世界を 問い合わせ先 0154ｰ67ｰ2727（阿寒湖アイヌコタン）

展開。本展では、所蔵作品を中心に、中江氏が残した表現の https://www.akanainu.jp/lostkamuy/

輝きを紹介します。
問い合わせ先　　0154ｰ23ｰ2381（北海道立釧路芸術館） ★アイヌ古式舞踊

https://www.kushiro-artmu.jp/ とき 通年

　　　　　　　   　　　 1月の予定：20：00～20：30

★プラネタリウム投影 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

ところ 釧路市こども遊学館 「イナウ」をモチーフに古式舞踊を披露します。

内容 前半は季節に応じた星空解説（ライブ）を行い、後半は館 当日入場料：大人（中学生以上）1,500円、小学生700円

オリジナル制作の番組などを投影します。 問い合わせ先　　0154ｰ67ｰ2727（阿寒湖アイヌコタン）
その他「プラネタリウム特別投影」も行われます。 https://www.akanainu.jp/tr-dance

問い合わせ先　　0154ｰ32ｰ0122（釧路市こども遊学館）

https://www.kodomoyugakukan.jp/

　

　

　　　　　　　   　　　
　　　　　　

※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。

（作成：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課）

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

公式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～ aaaaa～今月の注目情報～
・「くしろ冬のいいとこ」SNS投稿キャンペーン

（令和４年１２月１日～令和５年２月２８日）

・ご当地絶品グルメが当たる！三町周遊

デジタルスタンプラリー

（令和４年９月１日～令和５年１月３１日）
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