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ウッディー・サマースクール(西興部村)

おんねゆ温泉まつり(北見市留辺蘂)
北見地方の奥座敷と呼ばれるお
んねゆ温泉の祭り。中でも、湯
の神様に感謝し、無加川の中を
神輿担いで練り歩く「神輿川渡
御」は、勇壮な太鼓の演奏や
YOSAKOIソーラン、美麗な仕掛
け・打ち上げ花火とあいまって、
他に類を見ない圧巻の迫力。夏
の温泉街を彩る一大イベントで
す。

親子で２泊３日の日程で木のお
もちゃ（テーマ・木のオルゴー
ルタワー）を作る他、村内見学
や、ふれあいグルメパーティも
楽しめます。

■開催日：8月4日(金)～6日(日)
■開催場所：森の美術館「木夢」
■お問い合わせ：西興部村森の美術館「木夢」0158-87-2600

遊びたガリヤフェスティバル(紋別市)

■開催日：8月5日(土)～6日(日)
■開催場所：北見市留辺蘂町温根湯温泉街・無加川河畔
■お問い合わせ：おんねゆ温泉観光協会 0157-45-2921

「夏の流氷公園まつり」(紋別市)

紋別の夏ならではの外遊びを楽
しむイベントです。
イベント内容は「浜辺を駆け抜
け夏と遊ぼう」と題し、宝さが
しやホタテフリスビー、ビーチ
フラッグスや流氷渡りレースな
ど子供だけではなく大人も楽し
める内容となっております。お
昼にはジンギスカンの無料試食
も予定しております。
■開催日：8月5日(土)10:00～14:00 頃
■開催場所：紋別市海洋公園 オホーツクもんべつホワイトビーチ
■お問い合わせ：もんべつ遊びたガリヤフェスティバル実行委員会
事務局 0158-24-2828

「ミニ動物園」は2日間連続開
催し、ミーアキャットをはじめ
ニシキヘビやリクガメと触れ合
え、有料体験では大ヘビの首巻
きやポニー乗馬体験があります。
かき氷、綿菓子などの屋台も登
場！さらに新企画「バランスス
クーター（ミニセグウェイ）の
試乗体験」も実施。家族みんな
で楽しめるイベントです。
■開催日：8月5日(土)〜6日(日)
■開園時間：9:00～17:00 ※イベントによって時間は異なります
■定休日：無休 ※9月末～3月末までの冬期間は閉鎖いたします
■所在地：紋別市元紋別101番
■お問い合わせ：0158-24-6699
■Ｈ Ｐ：http://seaicepark.jp/
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やったるDAY 盆踊りカーニバル(小清水町)

おこっぺ夏まつり(興部町)

今年で１４回目を迎える小清水
町の夏を楽しめるイベントです。
豪華賞品の当たるビンゴ大会や
抽選会、盆踊りなどの催しのほ
か、飲食ブースでは生ビールや
おいしい食べ物も用意しており
ます。北海道の短い夏をのんで
踊って楽しみましょう！

■開催日：平成29年8月5日（土）
15:00～20:30
■所在地：斜里郡小清水町字小清水682-2 愛ホール前駐車場
■お問い合わせ：のんで踊ってやったるDAY盆踊りカーニバル
事務局（小清水町商工会）
0152-62-2608

まるせっぷ観光まつり(遠軽町丸瀬布)

酪農の町、興部町最大のイベン
ト。前夜祭の花火大会では、ス
ターマインなどの打ち上げ花火
の鮮やかさが見物客の気持ちを
盛り上げます。祭りではその他
にステージショーや抽選会など
たのしいイベントもあります。

■開催日：8月5日(土)前夜祭
8月6日(日)本 祭
■開催場所：ジョイパーク(おこっぺ道の駅)
興部町幸町
■お問い合わせ：おこっぺ夏まつり実行委員会事務局
0158-82-2345

屯田七夕まつり(湧別町)
「灯ろうイルミネーション」や
会場装飾により七夕雰囲気を味
わうことができる夏まつりです。
また、アンパンマンショーや長
なわとび大会など、子どもから
家族連れ・グループ同士で楽し
むことができ、まつりのしめく
くりには観光庁が選んだ「星空
の街」にあがる花火が好評です。

四方を山に囲まれた丸瀬布独特
の花火大会、花火の光そして爆
音があたり一面にこだまします。
そのほか、軌道上のディーゼル
機関車を引っ張る人間DE機関車、
チビッ子トンカチ教室、ＳＬ雨
宮号ミッドナイトラン・ドキド
キ抽選会などの楽しい催しが盛
りだくさんです。
■開催日：8月5日(土)〜6日(日)
■開催場所：遠軽町丸瀬布上武利 森林公園いこいの森
■お問い合わせ：観光まつり実行委員会 0158-47-2213

びほろ夏まつり（美幌町）
盆踊りや間近で見ることのできる
納涼花火大会の他、各地のご当
地グルメを結集した美級グルメ屋
台村を開村！また、今年は美幌１
３０年記念事業として、同会場で
(株)北海道日本ハムファイターズ
主催の「北海道スマイルキャラバ
ン」を１１日と１２日の二日間開催
します！
夏のひとときを美幌町で過ごして
みませんか。

■開催日：8月11日(金・祝)
■開催時間：11:00～21:00
■開催場所：美幌小学校グラウンド 美幌町字西1条北4丁目
■お問い合わせ：美幌商工会議所 0152-73-5251
美幌町役場商工観光グループ 0152-73-1111

■開催日：8月6日(日)
■開催場所：上湧別百年記念広場
湧別町中湧別中町3020番地１
■お問い合わせ：湧別町商工会 01586-2-2278

つべつ納涼盆踊り大会(津別町)
ふるさと情緒たっぷりの盆踊り
大会。勇壮な山鳴太鼓や三味線
の音色が北海盆唄を盛り上げる
なか、大人も子どももやぐらを
囲んで踊りの輪が広がります。
仮装盆踊りやアメリカン盆ダン
ス、大抽選会も行われ、熱気に
包まれた会場で残り少ない去り
行く夏の一夜を楽しみます。
■開催日：8月15日(火)
■会場：津別神社境内
■その他：仮装申し込み 当日会場で行います
■問い合わせ先：津別観光協会（さんさん館内）
0152-77−3771
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もんべつ観光盆踊り大会(紋別市)

ビホロ100㎞デュアスロン大会(美幌町)
美幌の大自然をラン１０㎞、バイク
８０㎞、ラン１０㎞のトータル１００
㎞を走破するスポーツイベントで
す。全国各地から約３００人のアス
リートが集結し、栄光と感動の
ゴールを目指します。

子供から大人まで市民も観光客
も自由に参加できる盆踊りで
す！
個人・団体・仮装等の部門で優
勝を目指す大会も行っておりま
すので是非ご参加ください！
※問い合わせについては実行委
員会へご連絡願います。

■開催日：8月18日(金)～20日(日)
■開催場所：紋別市 旧駅前通り(紋別市幸町・本町4～5丁目)
■お問い合わせ：もんべつ観光盆踊り大会実行委員会
0158-23-2338

■開催日：8月19日（土)～20日(日)
■開催場所：美幌町(20日7:00 ～スタート：柏ヶ丘陸上競技場)
■開催種目：100㎞の部／ラン10㎞～バイク80㎞～ラン10㎞
■参加料：一部・二部12,000円（レセプション会費含む）
■お問い合せ：トレーニングセンター 0152-73-4117

太陽の丘コスモスフェスタ(遠軽町)

アンジくんのふるさとまつり(遠軽町白滝)

10ヘクタールの広大な花畑に咲く
1000万本のコスモス。8月下旬から9
月下旬にかけて色鮮やかな混合コス
モス、黄花コスモスの花が公園を埋
め尽くします。
園内には、有料で周遊カートがあり、
園内を周遊することができます。
9/10(日)にはメインイベントを予定。

■開催日程：8月19日(土)～10月1日(日)
■開催場所：遠軽町太陽の丘えんがる公園虹のひろば
■入園料：大人300円、中学生以下150円
（団体割引、開花状況による減額等あり、イベント日は、中学生以下無料）
■お問い合わせ：虹のひろば管理棟 0158-42-0488
■詳細はホームページを参照してください
■Ｈ Ｐ : http://www.cosmos-love.com

太陽まつり(北見市端野)

アンジくんのふるさとまつりで
は盆踊りやトラクター引きなど
の楽しいイベントが催され、多
くの人が祭りを楽しむ住民参加
型のお祭りです。
土曜日には花火大会も開催され
るので祭りの夜を盛り上げます。

■開催日：8月19日(土)～20日(日)
■開催場所：遠軽町白滝総合支所駐車場
■お問い合わせ：えんがる町観光協会白滝支部 0158-48-2099

コスモス開花宣言大花火大会 (遠軽町)
夏の 最 後を 彩 ると と もに 、 北の
大地 に 秋の 訪 れを 告 げる 「 コス
モス 開 花宣 言 花火 大 会」 ｡
約1,5 00 発の 花 火が 夜 空に 花 を
咲か せ ます 。 その 他 、売 店 や屋
台、 各 種イ ベ ント も 催さ れ ます 。
また 9月に は 、太 陽 の丘 え んが
る公 園 虹の ひ ろば に おい て 「コ
スモ ス フェ ス タ」 も 開催 さ れま
す。

端野自治区の夏祭り。メインイ
ベント「ウォーターロデオ」を
はじめ、焼肉・ステージ
ショー・吹奏楽演奏・マーチン
グバンド・キッズビクス・お楽
しみ抽選会など、盛りだくさん
の内容で行なわれます。

■開催日：8月20日(日)
■会場：北見市端野町公民館横メルヘン広場
■お問い合わせ：太陽まつり実行委員会 0157-56-4003
（端野総合支所 産業課 商業観光係）

■開催日：8月26日(土) 19:00
■開催場所：遠軽町 湧別川河川敷せせらぎ広場特設会場
■お問い合わせ：遠軽商工会議所 0158-42-5201
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むら興しまつり(西興部村)

ノンキーランドふるさとまつり(大空町)
メインイベントの「ロール転が
しどってん酷」｡これは、４人
１チームとなって重さ 400kg
（女子は4人1チーム重さ
300kg）の牧草ロールを転がし、
ゴールまでのタイムを競うもの。
応援している方も思わず力の入
る白熱のレースが展開されます
が、どこか牧歌的な雰囲気も漂
う、東藻琴地区ならではのイベ
ントとなっています。

焼き肉や、各種売店での買い物、
各種アトラクション、きこり競
争など、お楽しみがいっぱいの
お祭りです。

■開催日：8月27日(日)
■開催場所：西興部森林公園 西興部村字西興部107番地
■お問い合わせ：西興部村企画総務課 0158-87-2111

あばしりネイチャークルーズ(網走市)
「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(木)～10月31日(火)
■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：www.abakanko.jp/naturecruise/

｢流氷公園サマーランド｣（紋別市）

■開催日：8月27日(日)
■開催場所：東藻琴緑とチーズの里ふれあいパーク
■お問い合わせ：大空町東藻琴総合支所 地域振興課
0152-66-2131

ラベンダーフェスティバル2017(紋別市)
流氷公園Ａブロックにある「オホー
ツクラベンダー畑」では、見頃を迎
える７月１日（土）～８月６日（日）
の期間『ラベンダーフェスティバル
２０１７』を開催。花やハーブの
ワークショップや専門家による講
習会、とれたて新鮮野菜の販売、
ラベンダーをバックに様々なアー
ティストの歌声が聞けるアフタヌー
ンライブなど、週末を中心に様々
な催しが行われます。
■開催期間：7月1日(土)～8月6日(日)
■開催時間：9:00～17:00
但し7/16～7/31は17:00まで開園時間を延長いたします。
■定休日：無休 ※9月末～3月末までの冬期間は閉鎖いたします。
■所在地：北海道紋別市紋別101番
■お問い合わせ：0158-24-6699
(オホーツクラベンダー畑 花のサロン)

しじみ採り(大空町)

流氷公園では子どもたちの夏休
み期間中に｢流氷公園サマーラ
ンド｣と題し、様々なイベント
を実施いたします。
【イベント詳細は流氷公園ホー
ムページをご覧ください】

■開催期間：7月中旬～8月上旬
■開催時間：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：北海道紋別市紋別101番
■お問い合わせ：0158-24-6699(管理事務所)
■Ｈ Ｐ : http://seaicepark.jp/

網走湖女満別湖畔の夏の風物詩
「しじみ採り」は、キャンプ場
前の浜でお楽しみいただけます。
指定の袋を買っていただくと、
袋に詰め放題です。採ったしじ
みは、そのままお持ち帰りいた
だけますので、ご家庭で網走湖
で育った新鮮なしじみをご賞味
ください。
■開園期間：7月9日(日)～8月20日(日)
（終了は天候、資源の状況により変更あり）
■営業時間：受付9:00〜16:00
■料金：700円／袋
■会場：網走湖女満別湖畔
■お問い合わせ：ＮＰＯ法人オホーツク大空町観光協会
0152-74-4323
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ふれあいコーナー「ヤギとあそぼう！」（紋別市)

流氷公園「ドッグラン」(紋別市)

流氷公園では期間限定《５月
１０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。

流氷公園では期間限定《5月10日～10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

■開園時間：午前9時〜午後5時
■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：北海道紋別市元紋別101番地
■お問い合わせ：0158-27-4560（管理事務所）

ず行っていただきます

■開園時間：午前9時〜午後5時
■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：北海道紋別市元紋別101番地
■お問い合わせ：0158-27-4560（管理事務所）

ガリンコ号Ⅱフィッシングクルーズ(紋別市)
６月～９月、ガリンコ号でカレ
イ釣り!!（要問合せ）
釣り具のレンタル・餌の販売・
クール便での発送も承れますの
で、お気軽に船釣り体験ができ
ます。
（最少催行人数10名）

■営業時間：8：30～17：30
■定休日：無
■所在地：紋別市海洋公園１
■お問い合わせ：0158-24-8000
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