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オホーツクタワー リニューアルオープン（紋別市）
１０月１日（土）にオホーツクタワー
がリニューアルオープンします。
２階ホールには常設展示では北
海道初となる360°超立体シア
ターの４ＤーKINGがオープンし、
オホーツクタワーオリジナルストー
リーを360°超立体で見ることが
できます！
海底階コーナーもリニューアル！
音と光に包まれる幻想的な世界を
ぜひお楽しみください！
■営業時間： 10：00～17：00（年末年始休館）
■入 館 料： 大人800円 小人400円
■お問い合わせ：オホーツク・ガリンコタワー(株) 0158-24-8000

オホーツクタワー夜間営業(紋別市)
海岸から約１キロ沖、紋別港第
３防波堤の先端にそびえる世界
初の氷海海中展望塔で、普段観
られない、夜のタワーならでは
の景色をご覧になれます。
19:00には海底階案内ツアーも
ございますので、ぜひ、この機
会にご来館ください。

￥

■開催日時：10月1日(金)、7日(金)～9日(日)
10月14日(金)～15日(土)、21日(金)～22日(土)
10月28日(金)～29日(土)
10:00～20:00
■入館料：大人800円 小人400円
■お問い合わせ：オホーツク・ガリンコタワー(株) 0158-24-8000

ガリンコ号Ⅱ５時間カレイ釣り三昧(紋別市)

ウルトラパークゴルフ大会(置戸町)

思う存分カレイ釣りにチャレン
ジしてみませんか？釣りざお、
えさも、すべてガリンコ号に用
意しておりますので、手ぶらで
乗船してもOK。豪華な船内設備
もそのままご利用でき、ゆった
りと休憩も。とっておきの休日
を過ごして下さい。

全道各地から腕自慢の競技者が
集まり、２日間に亘りスコアを
競います。大会は１７コース１
５３ホールという日本最大級の
おけとパークゴルフ場で開催さ
れます。

■開催日時：10月1日(土)～2日(日)、8日(土)～10(月･祝)
10月15日(土)～16日(日)、22日(土)～23日(日)
10月29日(土)～30日(日)
出航時間7:00～12:00
■料金：１竿6,000円
■お問い合わせ：オホーツク・ガリンコタワー（株）0158-24-8000

つべつ紅葉マラソン大会(津別町)

■開催日：10月1日(土)～2日(日)
■開催場所：おけとパークゴルフ場
■お問い合わせ：置戸町教育委員会社会教育課 0157-52-3075

サロマ大収穫祭(佐呂間町)
サロマのホタテ、秋アジなどの
特産品販売や、牛を丸ごと焼く
ジャンボバーベキューをはじめ
とする佐呂間町ならではの海の
幸、山の幸を味わうことができ
ます。
子供縁日やキャラクターショー、
サロマの特産品ほか豪華賞品も
楽しみな抽選会も行われます。

町の面積の約86％を山林が占め
る津別町の本大会は、紅葉と澄
んだ空気の中を走るのが特色で
す。記録も大切ですが心身のリ
フレッシュにご参加ください。
お楽しみ抽選会もあります。

■開催日：10月2日(日)
スタート 10:30
■開催場所：津別小学校グラウンド
■お問い合わせ：つべつ紅葉マラソン大会実行委員会 0152-76-2713
※参加申込みは、9月5日締切済

■開催日：10月2日(日)
■開催時間：10:00～15:00
■開催場所：佐呂間町 トーヨータイヤテストコース
■お問い合わせ：佐呂間町観光物産協会 01587-2-1200
■Ｈ Ｐ：http://www.town.saroma.hokkaido.jp/kakuka/
keizaika/syukakusai.html/
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おこっぺ牛乳の里マラソン大会(興部町)
コースは3km、5km、10km、ハーフ
マラソンとあり、牧場を背景に子
供からお年寄りまで自分の体力に
合わせてマイペースに走ることが
できます。ゴール後は鮭鍋、ホタ
テ入りおにぎり等が振舞われ、大
会終了後の交流会では、鮭やソー
セージ詰合せなどの興部町特産品
が当たる抽選会もあり、最後まで
楽しめます。
■開催日：10月2日（日）
■開催場所：興部町立興部小学校（興部町緑ヶ丘）
■参加申込：8月31日（水）まで（申込終了）
■参加料：大人：2,500円 高校生：1,500円 小・中学生：1,000円
■お問い合わせ：おこっぺ牛乳の里マラソン大会実行委員会事務局
（興部町教育委員会内） 0158-82-2552

秋！歩こう！錦仙峡(滝上町)

第23回もんべつグルメまつり(紋別市)
紋別市や近隣市町村の新鮮な秋
の味覚が揃う『食』の一大イベ
ントです。会場内の無料バーベ
キューコーナーでお楽しみくだ
さい。期間中は『かまぼこすく
い』や『抽選会』が開催され、
8日(土)には『ジャンボ太巻き
づくり』、9日(日)には、昨年
も行った来場者の投票で決まる
『第2回もんべつグルメグラン
プリ』、も開催されます。
■開催日：10月8日（土）～10日（月・祝）
■開催時間：10:00～16:00
■開催場所：紋別市幸町4丁目 オホーツク氷紋の駅 駐車場
■お問い合わせ：0158-24-3900（紋別観光協会）

感動！美幌峠の朝焼け～早起きは三文の得！？～（美幌町）
美幌峠の朝焼けイベント！参加無料で
すので、早起きして三文の得を
GETしましょう！
①アンケート記入された方先着50名様
に「峠の湯びほろ」入浴券（大人１名
分）をプレゼント！
②日の出後、美幌産のもち米で作った
大福をまきます。
③来場者全員に美幌産の野菜を使用し
たミネストローネを無料提供。

滝上渓谷「錦仙峡」は、10月上
旬から中旬にかけて、色鮮やか
な紅葉に包まれます。歩くコー
スは、4.8㎞と6.1㎞の2つで
「美しい日本の歩きたくなる道
500選」「新日本歩く道紀行
「森の道」100選」に認証され
た遊歩道を歩きます。秋空の下、
北海道の紅葉名所「錦仙峡」を
歩くイベントになっています。
■開催日：10月8日（土） 10:30～13:00
■集合場所：滝上町役場前集合
■参加料：500円（保険料、ハーブティー代を含みます）
※事前予約(10月3日（月）まで)
■お問い合わせ：滝上町観光協会 0158-29-2730
■その他： ・完歩賞あり
・記念品
・お楽しみ抽選会

おんねゆマルシェ（北見市温根湯)

■開催日時：10月15日（土）5:30～7:00
■開催場所：美幌峠
(道の駅｢ぐるっとパノラマ美幌峠｣２F及び峠敷地内)
■参加料：無料
■お問い合わせ：美幌観光物産協会 0152-73-2211

端野農業物産フェア(北見市端野)

生産量日本一を誇る白花豆を用い
たスイーツをはじめ、手軽に食べ
られる白花豆のフライスナックに、
採れたてじゃがいもを用いたじゃ
がチップス、さらには旬の野菜の
直売と、ここでしか味わえない旬
の“美味しい”が道の駅おんねゆ
温泉に一同に集まります！ぜひ、
お越しください！！
■開催日時：10月16日（日）10:00～15:00
■場所：道の駅おんねゆ温泉
■お問い合わせ：るべしべ白花豆くらぶ事務局／須藤哲史
090-8908-3224

地元の農産品・物産品を特価で
販売する、年に１度のイベント。
大人気の「たまねぎ・じゃがい
も詰め放題」や姉妹都市丸森町
（宮城県）の特産品販売をはじ
め、餅まきや無料試食コーナー
など内容盛りだくさん！！
最後を締めくくるのは、やっぱ
り豪華景品のお楽しみ抽選会で
す。
■開催日：10月16日（日）
■会場：JAきたみらい端野地区事務所前特設会場
■お問い合わせ：端野町観光物産協会事務局 0157-56-4003
（端野総合支所産業課内）
■Ｈ Ｐ ： http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011101100023/
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2016つべつ産業まつり(津別町)

秋のパノラマ

「美しい日本の歩きたくなるみ
ち５００選」に選ばれた田園の
散歩路「パノラマの丘コース」
を歩きます。爽やかな秋のひと
ときを楽しむウォーキング。清
里の大自然を肌で感じながら歩
いてみませんか。

実りの秋を迎え、畑から直送の
農産物や農産加工品が安価で販
売されます。
会場では、いもや玉ねぎの詰め
放題や抽選会、日用品が大特価
になるタイムサービスのありま
す。美味しくて楽しい秋の一日
を満喫して下さい。津別町のご
当地キャラ『まる太くん』も登
場します。
■開催日： 10月16日（日）
■時 間： 10:00～15:00
■会 場： 津別町多目的活動センター さんさん館 （津別町大通７）
■お問い合わせ： 津別町産業振興課 電話：0152-76-2151

ウッディー・オータムスクール(西興部村)

■開催日：10月16日（日） 9:00～
■開催場所：パノラマの丘コース
（スタート：清里トレーニングセンター）
■参加料：無料
■申込期日：10月13日（木）締切（先着30名様）
■お問い合わせ：清里町役場企画政策課地域振興グループ
0152-25-3601

北見オクトーバーフェスト(北見市)

本スクールは期間内に、自分の
ペースに合わせ何度でも、自分
が納得するまで参加していただ
く方法で作品づくりができます。
（制作時間は約6時間をみてい
ます。尚参加中の入館料は頂き
ません。）

■開催期間：10月16日(日)～30日(日）
（参加日は自由選択制, 尚 火曜・水曜・祝日は休校）
■開催時間：毎日10:00〜16:00（指導休憩11:30〜13:30）
■開催場所：森の美術館木夢(こむ)
■お問い合わせ：森の美術館木夢 0158-87-2600

タラちゃんイクラちゃんキャンペーン(網走市)

全国の地ﾋﾞｰﾙ、海外ﾋﾞｰﾙあわせ
て52銘柄が飲み比べできるｲﾍﾞﾝ
ﾄ。もちろん、ｵﾎｰﾂｸﾋﾞｰﾙも味わ
えます。日替わりで提供される
ﾋﾞｰﾙあり、選りすぐりのｶｸﾃﾙあ
り、道東の食材を使った地産地
消ｸﾞﾙﾒあり（食べ物代は別途）
と内容満載。会場では豪華景品
があたるｹﾞｰﾑやｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄもあ
ります。
■開催日：10月19日（水）～22日（土） 17:30～21:30
（22日は16:30～21:30）
■開催場所：コミュニティープラザ パラボ
まちきた大通ビル5階催事場
■料金：前売ビール券（4枚綴り） 2,000円（4杯分）
当日ビール券（4枚綴り） 2,200円（4杯分）
■前売券売所：北見観光協会・北見商工会議所・日専連ニックコーポレー
ション他
■お問い合わせ：北見オクトーバーフェスト実行委員会事務局
（北見観光協会内） 0157-32-9900

きたみ菊まつり(北見市)
道内最大級の菊まつり。今年は無
料でお楽しみいただけます。丹精
こめて育てられた菊の美しさを競
う菊花コンクール展や大河ドラマ
をモチーフにした菊人形展など、
大菊・小菊合わせて約180種類・1
万5千鉢の菊花が会場全体を豪華に
彩ります。期間中には「きたみ物
産まつり」も開催され、まつりを
盛り上げます。

網走市内の飲食店がタラや
イクラをテーマにした創作
料理を提供します。
網走の特産品が当たるスタ
ンプラリーも開催。
網走の旬の味覚を心ゆくま
でお楽しみください。

■キャンペーン期間：10月20日(木)～12月20日(火)
■お問い合わせ： 網走市観光協会 0152-44-5849

ノルディックウォーキング(清里町)

■開催期間：10月21日(金)〜31日(月) 10:00～16:00
■開催場所：北見駅南多目的広場（北見芸術文化ホール前）
みんとロード
■入場料金：入場無料
■お問い合わせ：きたみ菊まつり実行委員会事務局 0157-25-1244
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あばしりネイチャークルーズ(網走市)

ふれあいコーナー「ヤギとあそぼう！」（紋別市)
流氷公園では期間限定《５月１６
日～１０月下旬》でヤギと気軽に
ふれあえるコーナーを設けます。
昨年やってきた「ゆき」が少し大
人になって流氷公園に帰ってきま
す。さらに夏には、この春生まれ
た弟も来る予定なのでお楽しみ
に！

「あばしりネイチャークルーズ クジ
ラ・イルカ・ウミドリウオッチング」
が4月から運航を開始します。今年は、
4月から10月の７ヶ月間の運航となりま
す。4～5月は「ミンククジラ」や「ミ
ズナギドリ」がかなりの確率で見られ
ます。6月に入ると「イシイルカ」、9
月からは「カマイルカ」や「ツチクジ
ラ」が見られます。

■営業期間：4月20日(水)～10月31日(月)
■営業時間：毎日午前午後の2便運航 所要時間 2時間30分～3時間
■所在地：道の駅「流氷街道網走」 網走市南3条東4丁目
■お問い合わせ：網走市観光協会
0152－44－5849
■Ｈ Ｐ ： http://www.abakanko.jp

流氷公園「ドッグラン」(紋別市)

■開園時間：9:00〜17:00
■定休日：年末年始を除き無休 ※屋外施設はラベンダー畑が9月末、
その他は10月末より冬季閉鎖となります
■所在地：北海道立オホーツク流氷公園(別市元紋別101番地)
■お問い合わせ：0158-27-4560（管理事務所）

オータムハロウィンツアー（紋別市）

流氷公園では期間限定《5月16日～10

紅葉の秋、紋別管内の観光名所
をバスで巡るオータムハロウィンツ
アー。滝上町の『錦仙峡紅葉散
策』、紋別市の『コムケ湖のサンゴ
草・野鳥観察』や『オホーツク流氷
科学センター』、『氷海展望塔オ
ホーツクタワー』などの観光施設
をバスで回ります。この秋、紋別に
来て思い出を作りましょう。

月下旬》であおぞら交流館前に「ドッ
グラン」コーナーが登場。愛犬が楽し
める遊具「アジリティ」も完備してい
ます。ご利用にはシーズン初回のみ管
理事務所での利用登録（畜犬登録、予
防接種の証明書掲示）が必要となり、
利用は無料です。
※大型犬＝15㎏以上とします
※糞の持ち帰り、おしっこの水かけを
必ず行っていただきます

■開園時間：9:00〜17:00
■定休日：年末年始を除き無休 ※屋外施設はラベンダー畑が9月末、
その他は10月末より冬季閉鎖となります
■所在地：北海道立オホーツク流氷公園(紋別市元紋別101番地)
■お問い合わせ：0158-27-4560（管理事務所）

■運行期間：9月30日～11月6日まで（一部運休日あり）
■運行時間：8:20～17:30（午前・午後の部あり）
■お問い合わせ：0158-24-3900（紋別観光協会）

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28年9月15日(木)～平成29年4月15日(土)
■予約受付：平成28年7月4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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