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美幌峠初日の出フェスティバル(美幌町)

流氷公園お正月イベント(紋別市)
新年開園と合わせイベントを開催
！コマやけん玉、おはじき等の懐
かしいお遊びコーナーに今年もご
当地キャラ「紋太の福笑い」が登
場。また、子供から大人まで１年
の目標を大声で競う「新春大声コ
ンテスト」や中学生以下を対象とし
た「新春・おかしまき」など楽しい催
しを開催いたします。

美幌峠レストハウスを1月1日午前6
時から同8時まで開放します。暖か
い2階無料展望休憩室から、雄大な
“美幌峠からの初日の出”を見ること
ができます。また、当日は売店にお
いて温かい飲み物を販売。峠名物あ
げいもについては、５０円引きで販売
する予定になっています。

■開催日：1月1日（金・祝）
■開催時間：6:00～8:00
■開催場所：美幌峠レストハウス
■お問い合わせ：美幌峠物産館 0152-75-0700

網走湖ワカサギ釣り（網走市）

■開催日：１月４日（月）
■開催時間：9時00分～16時30分
（催しによって開催時間が異なります）
■開園時間：9時00分～17時00分
■所在地：紋別市元紋別１０１
■お問い合わせ：流氷公園管理事務所 0158-27-4560
■Ｈ Ｐ ： http://seaicepark.jp/

氷上わかさぎ釣り(大空町)

凍結した網走湖上にてワカサギ釣
りがお楽しみいただけます。釣り
道具一式はもちろん、テントや湯
たんぽのレンタルも行っており、釣
りあげたワカサギはその場で天ぷ
らにして召し上がる事もできます。

■開催日：1月５日（火）～3月中旬
■開催場所：網走湖上特設会場
■お問い合わせ：網走市観光協会 0152-44-5849

網走湖女満別湖畔の冬の風物詩
「氷上わかさぎ釣り」。凍った湖面
に穴を開け、糸を垂らしてわかさ
ぎを釣り上げます。タイミングさえ
合えば、次々と釣れますので、寒
さも忘れて楽しめます。

■開催期間：1月5日(火)〜3月中旬 ■時間：8:00～16:00
■料金：大人800円／小人400円（小学生）
■販売：800円～／仕掛け250円／えさ200円／
■レンタル：竿・仕掛け500円
※穴開けドリルは無料で貸し出しています
■お問い合わせ：ＮＰＯ法人めまんべつ観光協会 0152-74-4323
■H P ：http://www.mmb-kankou.com/02event/02event_d.html
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歩くスキー・スノーシュー体験(紋別市)

丸瀬布温泉やまびこ雪中パークゴルフ(遠軽町丸瀬布)

広大な公園敷地を利用した冬のア
クティビティ。歩くスキー（クロスカ
ントリースキー）とスノーシューを
無料で貸し出しします。コースはあ
おぞら交流館（Ｂブロック）を中心
にラベンダー畑（Ａブロック）からは
らっぱ丘（Ｃブロック）まで往復最
大約５ｋｍの中を自由に歩くことが
できます。
■開催日：１月９日（土）～３月中旬
■開催時間：9時00分～15時00分
■貸出料金：無料※大人用・子供用あり、各サイズ数に限りがございます。
■受付会場：あおぞら交流館
（流氷公園管理事務所／コース…Ａブロック～Ｃブロック）
■所在地：紋別市元紋別１０１
■お問い合わせ：流氷公園管理事務所 0158-27-4560
■Ｈ Ｐ ：http://seaicepark.jp/
※天候状況、コース状況によって中止又は内容を変更することがあります。

スノーラフティング・スノーバナナボート体験（紋別市）

雪の中に設置した18ホールの雪中
パークゴルフコースでパークゴルフ
が楽しめます。パークゴルフの後に
はゆっくりと温泉につかって暖まる
のもいいかもしれません。期間中に
は大会も5回ほど開催されます。

■開催期間：1月中旬～3月上旬
■大会日程：1月16日（土）・30日（土）
2月13日（土）・20日（土) 1・2月各日10時～
3月 5日（土） 9時～
■開催場所：紋別郡遠軽町丸瀬布上武利53 番地
■利用料金：1,000円(丸瀬布温泉やまびこ入浴料、食事代含む。
丸瀬布温泉やまびこにて用具無料で貸出あり)
■お問い合わせ：丸瀬布総合支所産業課 0158-47-2213
丸瀬布温泉やまびこ 0158-47-2233

山彦の滝ナイトツアー(遠軽町丸瀬布)

広大な公園敷地を利用した冬のア
クティビティ。今年より新たに「ス
ノーラフティング」が加わりまし
た！スノーモービルで曳くラフティ
ングボート・バナナボートに乗って
雪上を颯爽と走ります。オホーツ
クの自然を楽しむことや、跳ねたり
揺れたり迫力の体験ができます。
■開催日：1月中旬～3月中旬の主に土日
※詳細はホームページでご確認ください。
■開催時間：10時00～15時00分
■受付会場：丘のサロン
（夏季パークゴルフ受付会場となっているところです）
（コース…Ｃブロック・はらっぱの丘）
■利用料金：大人500円、小人250円
※小学校低学年以下は保護者同伴／コース時間約10分～15分
■所在地：紋別市元紋別１０１
■お問い合わせ：流氷公園管理事務所 0158-27-4560
■Ｈ Ｐ ：http://seaicepark.jp/
※天候状況、コース状況によって中止または内容を変更することがあります。
※都合により開催時間、コース会場が変更する場合がございます。
ホームページなどで事前にご確認くださいませ。

網走湖ワカサギ釣り選手権大会(網走市)

高さ28ｍから打ち落とされる滝が柱
のように氷結し、日ごろ見る滝とは、
一味違った見事な姿を見ることがで
きます。色とりどりの光により自然が
生み出した神秘的な姿をより幻想的
に演出します。

■開催日：1月16日（土）、1月30日（土） 各日17:00～
2月13日（土）、2月20日（土） 各日17:30～
3月5日（土)
18:00～
■集合場所：日帰り温泉やまびこ
■参加料：中学生以上1200円、小学生1000円
（食事・温泉入浴料・保険料込）
■定員：各日40名（要予約）
■お問い合わせ：丸瀬布総合支所産業課 0158-47-2213

山彦の滝観察会(遠軽町丸瀬布)
高さ28mから打ち落とされる滝が
柱のように氷結し、日ごろ見る滝と
は、一味違った見事な姿を見るこ
とができます。自然が生み出した
神秘的な姿をぜひ一度ご覧くださ
い。

網走湖上で2日間の熱い氷上バ
トルが今年も繰り広げられま
す！3人1組のチームで2日間に
釣り上げた総重量を競います。
優勝者には10万円が送られる他、
抽選で鶴賀リゾート宿泊券や
おーろら号無料招待券などが当
たります。23日12:00から受付
開始！申込はメール又はＦＡＸ
で12月27日までに行ってくださ
い。
■開催月日：1月23日（土）～24日（日）
■開催時間：23日13:00～15:00（予定）
24日10:00～12:00（予定）
■参加費：１チーム8,000円
■会場：網走湖ワカサギ釣り特設会場
■お問い合わせ： 網走観光協会 0152-44-5849
■Ｈ Ｐ ：http://www.abakanko.jp/news/event/2016wakasagi＿
sensyuken.html

Ｖ
■開催日：1月24日(日)、2月1７日（日）、3月6日(日)
■集合：丸瀬布昆虫生態館 9:00
■対象：小学生以上（各日先着30人）
※小学生については、保護者同伴で参加願います。
■参加料：高校生以上:1,500円 中学生:1,300円 小学生:1,000円
※丸瀬布昆虫生態館入館、温泉入浴、昼食代、保険代
■お問い合わせ：丸瀬布教育センター 0158－47−2456
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斜里岳雪合戦(清里町)

あったか網走 流氷絶景スライダー(網走市)
「天の都にいるような心地にさせる
ほど美しい」と称えられる天都山に
2015年8月グランドオープンしたオ
ホーツク流氷館／天都山展望台
の敷地内で、チューブボブスレー
や氷の滑り台、馬ソリなどを体験
できます！
頂上から見渡す知床連山や網
走湖など、絶景が見られます！

清里町の冬の特色をスポーツにア
レンジしたイベントです。
小学生の部と一般の部に分かれ
て行います。

■開催日時：1月30日(土)～31日(日)
■開催場所：モトエカ広場（斜里郡清里町羽衣町36）
■お問い合わせ：ウィンターフェスティバル実行委員会事務局
（清里町商工会）0152-25-2628

おけと湖氷上釣り大会(置戸町)

■開催期間：1月30日(土)～3月13日(日)
※天候状況によっては変更となる場合があります。
■開催時間：9：00～16：00
■開催場所：網走市オホーツク流氷館・天都山展望台敷地内
■お問い合わせ：オホーツク流氷館・天都山展望台 0152-43-5951
■その他：体験メニュー料金等はＨＰ、電話にて確認
■H P ：http://abashiri.jp/tabinavi/01events/ryuhyoslider.html

氷灯りの街もんべつ(紋別市)
紋別流氷まつりに連動して、市内
中心街を中心に、各家庭などがア
イスキャンドルとイルミネーションで
鮮やかに飾られます。
ほのかな光で彩られる紋別の街を
お楽しみください。

常呂川の源流原生林の中の鹿ノ
子ダム「おけと湖」の凍った湖面に
穴をあけ、制限時間内に釣り上げ
た魚の数量や重量で順位を競い
ます。ワカサギの部では数量を、
それ以外の部は、釣った魚(ニジマ
ス、ヤマベ等）の重量を競います。
女性参加者の上位には「釣女賞」
を贈呈しています。
■開催日：1月31日(日)（予定）
■参加料：費用：参加料大人１人2,000円・中学生以下1,500円
（遊漁料・昼食代・保険料・賞品代を含む）
■お問い合わせ：置戸町観光協会事務局 0152-52-3313
（置戸町役場 産業振興課 商工観光係）

2016おんねゆ温泉郷雪物語(北見市留辺蘂)
湯けむりに包まれた、冬のおんね
ゆ温泉街を1万個のイルミネーション
が彩ります。
また、1月末から2月末までは毎週
土曜日に雪花火を開催。
冬の花火は空気も澄んでおり、雪
にも反射するので、とても美しいと評
判です。
地元の方による露店には温かい飲
み物・食べ物も並び、無償提供の
コーヒー牛乳・豚汁もあります。
■開催期間：平成27年12月1日〜平成28年3月上旬
■開催場所：温根湯温泉街・温泉ゆめ広場
■雪花火
日時 1月30日(土)、2月6日(土)、13日(土)、20日(土)、27日（土）
20：30から
場所 温泉ゆめ広場（北見市留辺蘂町温根湯温泉 無加川河畔）
※2月27日（土）のみ、つるつる温泉（北見市留辺蘂町滝の湯201）
■お問い合わせ：おんねゆ温泉観光協会 0157-45-2921

■イルミネーション開催予定期間：12月初旬～2月29日（日）
■ アイスキャンドル開催予定期間：もんべつ流氷まつり期間
（2月11日（木・祝）～14日（日））
■お問い合わせ：氷灯りの街もんべつ実行委員会
0158-23-1711（紋別商工会議所）

スノーモービルランドこしみずinリリーパーク（小清水町）
事前講習を行います。（その後スノー
モービルを自ら運転できます。）
リリーパーク内及び近隣の畑など
をダイナミックにスノーモービルの運
転体験を楽しめます。

■開催期間： 12月下旬～3月中旬 （完全予約制）
■開催時間： 9：00～16：00
■開催場所： 小清水町11区（ゆりの郷小清水リリーパーク会場）
■料金：１時間 6,000円～（事前講習時間を除く）
■予約先： （有）シナジーこしみず
TEL 0152-62-2903 FAX 0152-62-3030
■お問い合わせ：090-5070-8757（会場設置連絡用電話）
■その他： 団体などの受け入れは、事前にご相談ください。
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エゾシカハンティング（西興部村）
西興部村猟区ではガイド付の出
猟となります。地元ハンターの
案内で安全かつ成果ある狩猟が
楽しめます。入猟者1～2名につ
き1名のガイドがつき、1日あた
りの入猟を2組までと制限して
いるので、ゆったりとした猟を
楽しむことができます。初心者
ハンターには、獲物の発見・射
撃・追跡・解体・料理など総合
的な狩猟技術を親切に指導しま
す。
■入猟期間：平成27年9月15日（火）～平成28年4月15日（金）
■予約受付：平成27年7月6日（月）～
■お問い合わせ：西興部村字西興部485番地
西興部村猟区管理協会TEL・FAX 0158-87-2180
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