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流氷あいすらんど共和国(紋別市)
毎年2月「もんべつ流氷まつり」の行
われる前後1カ月に渡って開国されま
す。イベントの目玉は、極寒の野外
バーベキューパーティ「氷点下まるか
じりパーティ」。紋別自慢のグルメに
寒さも吹き飛びます。パーティの最後
には冬の夜空に花火も打ち上がりま
す。

■開国期間：2月1日(木)～25日(日) 10:00～19:00
■開催場所：紋別市海洋公園イベント広場内「みなとの迎賓館」
（紋別市海洋公園１番地）
■お問い合わせ：紋別観光案内所 0158-24-3900

北見厳寒の焼き肉まつり(北見市)

第1回 童話村たきのうえひなまつり(滝上町)
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■開催期間：2月1日(木)～3月3日（土）
■営業時間：9：00～20：00 入場無料
■定休日：期間中無休
■所在地：童話村たきのうえホテル渓谷(滝上町元町)
■お問い合わせ：童話村たきのうえひなまつり事業実行委員会
事務局 滝上町役場商工観光課 0158-29-2111

びほろ冬まつり(美幌町)

今年は会場をＪＲ美幌駅横に移し
開催。大人気のジャンボ滑り台や
びほろスノーバスケット大会、お楽
しみ抽選会など子どもから大人ま
で楽しめるイベントが盛りだくさんで
す。さらに両日、寒中で豚ジンギス
カンを楽しむ『人寒パーティ』を実施。
前夜祭はキャンプファイヤーととも
にお楽しみください。

北見の焼肉文化をPRしようと転勤
族の皆さんの発案から始まった焼
き肉まつり。マイナス１０度前後の
夜空の下、箸の手を休めることな
く、肉を味わう参加者で盛り上がり
ます。

■開催日：2月2日(金)
■開催時間：17:30～20:00
■開催場所：北見芸術文化ホール 駐車場
北見市泉町1丁目3－22
■お問い合わせ：北見厳寒の焼き肉まつり実行委員会
（北見観光協会） 0157‐32‐9900

新たな冬のイベントとして、「童話
村たきのうえひなまつり」を開催し
ます。「たきのうえホテル渓谷」が
期間中ひなまつりムード一色に染
まります。童話村のひなまつりへ遊
びに来てみませんか？

■開催日：2月3日（土）～4日（日）
■開催時間：2月3日（土） 16:00～20:30
2月4日（日） 10:00～15:00
■開催場所：美幌町字新町3丁目（JR美幌駅横）
■お問い合わせ：びほろ冬まつり実行委員会事務局
美幌町役場観光担当 0152-73-1111（内線293）

オホーツク総合振興局産業振興部商工労働観光課観光室
お問い合わせ：0152-41-0639
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つべつアイスキャンドル点灯まつり（津別町）

北見冬まつり(北見市)
北国の長く厳しい寒さの中「冬はと
もだち」をテーマに、明るく生き生
きとした市民まつりを創造します。
会場では大すべり台やステージイ
ベント、日中焼肉など楽しいイベン
トが行われます。
また隣接会場では北見雪合戦大
会や、オホーツクウッドクラフトフェ
スティバルも開催します。

会場敷地と沿道に、300個を超え
る、町民による手作りアイスキャン
ドルが並びます。実行委員による
地産地消の食べ物や雪のすべり
台、キャンドルナイトコンサートが
開催されます。

■開 催 日：2月3日（土）
■開催時間：14:00～20:00 ※予定
■開催場所：津別町多目的活動センター さんさん館
■所 在 地：網走郡津別町大通7
■お問い合わせ：0152-77-3771（さんさん館）

スノーモービルランド(西興部村)

■開催日：2月3日(土)～4日(日) 9:30～16:00
■開催場所：北見駅南多目的広場（北見芸術文化ホール前）
北見市泉町1丁目3-22
■お問い合わせ：北見冬まつり実行委員会事務局 0157-25-1244
（北見市商工観光部観光振興室観光振興課内）
オホーツクウッドクラフトフェスティバル実行委員会事務局
0157-25-1331

さむさむまつり(訓子府町)

参加費1,000円でスノーモービルに
乗り放題！
コースは約全長１kmの平坦なコー
スなので初心者でも安心です。防
寒具等野外での活動に適した服
装でお越し下さい。

■開催日：2月3日（土）
■開催場所：西興部道の駅「花夢」
■お問い合わせ：西興部村役場産業建設課商工係
0158-87-2111

絵・ポスターコンテスト作品展(紋別市)

町内の青年4団体と小学生が造っ
た雪像やすべり台を中心に、さま
ざまなイベントが行われます。
「綱引き大会」は町内外から多数
のチームが参加し、熱い戦いが繰
り広げられます。
また、キャラクターショーでは子ど
もたちの声援が会場にこだまして
います。
■開催日：2月4日(日)
■開催時間：10:00～14:25
■開催場所：訓子府町公民館前駐車場
■お問い合わせ：訓子府町産業観光振興協議会 0157-47-2116

第16回オホーツク屋台村(網走市)

オホーツクはまなす青年部主催の
“身近な「農」み～つけた”をテーマ
とした『絵・ポスターコンテスト』の全
応募作品を展示紹介します。

■開催期間：2月5日（月）～12日（月）
■開催場所：北海道立オホーツク流氷科学センター エントランスホール
※表彰式・記念撮影：2月10日（土） 11:00よりエントランスホールにて
■入 場 料：無料
■所 在 地：紋別市元紋別11
■お問い合わせ：JAオホーツクはまなす青年部事務局 0158－23－5213
オホーツク流氷科学センター 研究事業課 0158－23－5400

網走市中央商店街（アプト４）の一
部を歩行者天国にし、各種屋台が
温かい食べ物や飲み物などを提
供します。会場内では炭火焼台を
設置し、地元の新鮮な魚介類、牛
肉や焼き鳥など美味しい食材をそ
の場で焼いて食べることができる
市民や観光客が楽しめる厳寒の
野外イベントです。ぜひお越しくだ
さい！
■開催日：2月9日(金)～11日(日・祝)
■開催時間：9日 16:00～20:00
10・11日 12:00～20:00
■開催場所：アプト4 特設会場（網走市南4東1）
■お問い合わせ：網走市商工労働課 0152-44-6111

オホーツク総合振興局産業振興部商工労働観光課観光室
お問い合わせ：0152-41-0639
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第56回もんべつ流氷まつり(紋別市)

紋別歌人会流氷短歌展(紋別市)
北方圏国際シンポジウム協賛事業
として「紋別歌人会」のメンバーに
よる、「流氷」をテーマとした短歌作
品を色紙や織物を交えて展示・紹
介します。

天然氷で作られたメイン氷像のほか
に大小数十基の氷像が会場内に立
ち並びます。人気の「氷柱ガマン抱
きつき大会」をはじめとする様々なイ
ベントほか、昨年好評だった「流氷
曳き人間ばん馬大会」が開催されま
す。味覚の市コーナーでは海産物
や、夜には氷像群は7色にライトアッ
プされます。
■開催期間：2月9日(金)～12日(月・祝) 10:00～22:00
■所在地：ガリンコステーション横駐車場
■お問い合わせ：紋別観光協会 0158-24-3900

第53回あばしりオホーツク流氷まつり(網走市)

■開催期間：2月10日（土）～28日（水）
■開催場所：北海道立オホーツク流氷科学センター 多目的ホール
■所在地：紋別市元紋別11
■お問い合わせ：北海道立オホーツク流氷科学センター 0158-23-5400

ところ雪んこまつり(北見市常呂）

大小様々な氷雪像がまつりを壮大
に、かつ美しく演出します。夜は色
とりどりにライトアップされた氷雪
像が幻想的な世界へと誘います。
歌謡ショーなどのステージイベント
が会場を盛り上げるほか、オホー
ツクの魚介を味わえるコーナーも
設置されます。

■開催期間：2月10日（土）～12日（月・祝）
■開催時間：10・11日 10:00～20:00
12日 10:00～16:00
■開催場所：網走商港埠頭特設会場
(網走市港町5番地)
■お問い合わせ：網走市観光課 0152-44-6111
■H P： http://abashiri.jp/tabinavi/18ryuhyomatsuri/

さかわ・おおの物産展（北見市常呂）

年に一度の冬まつり！常呂の特
産品が当たる「輪投げ」や「ジャン
ケン大会」など、楽しいイベントが
開催されます。また会場では、町
内の各種団体による「食い倒れコ
ナー」の出展があり、おいしい食
べ物や温かい飲み物を販売して
います！

■開催日：2月11日（日）
※悪天候の場合は中止となります。
■開催時間：11：00～14：00
■開催場所：北見市常呂町多目的研修センター「百年広場」
■お問い合わせ：ところ雪んこまつり実行委員会 0152-54-2249
（きたみ市商工会 常呂支所）

神の子池かんじきウォーキング(清里町)
冬閉ざされた幻想的な「神の子池」
までの往復4kmを、自然ガイドと共
に歩くかんじき（スノーシュー）
ウォーキングです。
真っ白な雪に包まれた神の子池は、
夏とは違った一層素晴らしい顔で
皆さんを歓迎してくれるでしょう。
参加者には清里温泉の入湯券と
昼食が用意されます。

北見市常呂町の姉妹町「高知県
佐川町」と友好町「岐阜県大野町」
の特産品を特別価格にて販売す
るイベントです。

■開催日：2月11日（日）
■開催時間：10：30～13：00 ※売切れ次第終了となります。
■開催場所：北見市常呂町多目的研修センター
■お問い合わせ：常呂町物産振興会 0152-54-2140
（北見市常呂総合支所 産業課水産商工観光係）

■開催日時：2月11日（日） 9:00集合 昼食後解散
■集合場所：きよさと情報交流施設「きよ～る」（清里町羽衣町62番地）
■開催場所：神の子池
■参加料：2,000円
■お問い合わせ：NPO法人きよさと観光協会 0152-25-4111

オホーツク総合振興局産業振興部商工労働観光課観光室
お問い合わせ：0152-41-0639
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おこっぺミニ・ミニ冬まつり(興部町)

第33回湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会（湧別町・遠軽町）

大きな雪の滑り台や、売店コー
ナー、餅まき、雪上でのゲーム大
会などがあり、興部の冬を満喫す
ることができます。花火が打ち上
げられるなど、寒い冬の１日をホッ
トに過ごすことができます。

■開催日：2月18日（日） 11:00～18:00
■開催場所：道の駅おこっぺ ジョイパーク
■お問い合わせ：（一社）おこっぺ町観光協会 0158-82-2345

流氷重さ当てクイズ(紋別市)

国内最長となるこの大会は、5～80
ｋｍまでの個人コースや5人1チー
ムで95ｋｍを滑る駅伝コースがあり、
湧別原野に魅せられた人たちが全
国各地から参加しています。広大
な白銀の平原を眺めながら、親子
や夫婦、友人同士などで参加して
みませんか。
詳しくは、同大会のホームページを
ご覧ください。
■開催日：2月25日（日）
■申込期限：申込は１月２５日（木）まで
■お問い合わせ：大会事務局（湧別町商工観光課）01586-2-5866
遠軽町経済部商工観光課0158-42-4819
■HP：http://www/okxc.jp/

JR流氷物語号（網走市・小清水町・斜里町）

厳寒体験室に置いている赤い
マフラーを巻いた流氷の重さを
目測し、設置されている応募用
紙に記入後投函してもらうクイ
ズ。最終日には、実際に計測し
応募の中からピタリ賞・前後賞・
ギザ賞を決定します。ご応募お
待ちしております。
■開催期間：1月6日（土）～2月11日（日）
■開催場所：北海道立オホーツク流氷科学センター 厳寒体験室
■入 場 料：一般 450円 高校・大学生 150円
中学生以下、及び65歳以上無料
■お問い合わせ：北海道立オホーツク流氷科学センター
0158－23－5400

鹿肉パーティー（西興部村）

冬にオホーツク海を駆ける流氷物
語号で釧網本線の旅をお楽しみく
ださい。途中停車の北浜駅ではオ
ホーツク海に一番近い駅の展望
台から流氷の広がるオホーツク海
や知床連山の風景を、浜小清水
駅では道の駅「はなやか小清水」
でのお買い物をお楽しみいただけ
ます。
■運転期間：2月3日（土）～3月4日（日）
■運転区間：網走駅～知床斜里駅間 1日2往復
■お問い合わせ：JR北海道釧路支社

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。

養鹿研究会が鹿肉を素材としたい
ろいろなメニューで皆さんに味わっ
てもらうパーティーです。

■開催期間：2月下旬
■開催場所：ホテル「森夢」
（紋別郡西興部村字西興部）
■お問い合わせ：西興部村養鹿研究会
事務局 田尾商店 0158-87-2417

■入猟期間：平成29年9月15日(金)～平成30年4月15日(日)
■予約受付：平成29年7月4日(火)～
■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

オホーツク総合振興局産業振興部商工労働観光課観光室
お問い合わせ：0152-41-0639
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2018おんねゆ温泉郷雪物語(北見市留辺蘂)

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。

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29年12月1日（金）〜平成30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：2月3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日（土） 各々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24日（土）のみ、塩別つるつる温泉（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

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）

■イルミネーション開催予定期間：12月初旬～2月28日（水）
■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9日（金）～12日（月・祝））
■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）

網走湖ワカサギ釣り（網走市）
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。

リリーパークの広大な敷地を利
用したコースは起伏に富み、ス
ピード感が味わえます。
インストラクターがエスコートしま
すので、初心者でも安心して気
軽に楽しめます。

■開催期間： 12月下旬～3月中旬（完全予約制）
■料金：1時間 6,000円(税別)
■予約先：090-5070-8757(予約専用携帯電話)
■お問い合わせ：㈲シナジーこしみず
TEL 0152-62-2903 FAX 0152-62-3030
■その他：申し込みは5名以上でお願いします。

氷上わかさぎ釣り(大空町)

■開催日：1月5日（金）～3月中旬
■時間：8:30～16:00
■開催場所：網走湖上特設会場
■遊漁料：大人800円／小人400円
■レンタル：竿150円／イス100円／テント2,000円～4,000円
■販売：えさ200円／仕掛け250円
■お問い合わせ：網走市観光協会 0152-44-5849
■H P ： http://www.abakanko.jp/news/event/wakasagi.html

丸瀬布温泉やまびこ雪中パークゴルフ大会(遠軽町丸瀬布)

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(金)〜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法人オホーツク大空町観光協会 0152-74-4323
■H P ：http://www.ooz-kankou.com/02event/02event_d.html

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13日（土）・ 27日（土）
2月 3日（土）・17日（土) 1・2月各日10時～
3月 3日（土） 9時～
■開催場所：紋別郡遠軽町丸瀬布上武利53 番地
■参加料金：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
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2月
流氷公園「ウィンターランド2018」(紋別市)

流氷絶景スライダー(網走市)

歩くスキーやスノーシュー、スノー
ラフティングなどのアクティビティを
はじめ、自然体験会や雪あそびイ
ベントなど、冬を満喫できる様々な
催しを行います。

【期間中毎日午前９時～午後４時】
歩くスキー、スノーシュー体験～コース利用、用具のレンタルいずれも無料
【土日のみ 午前１０時～午後３時】
スノーラフティング、バナナボート体験～大人500円、小人250円
【２月１１日（祝）午前１０時～正午】流氷遠足２０１８～どなたでも参加可能/参加無料
【２月２４日（土）・２５日（日）午前１０時～午後４時】冬まつり・ひなまつり～子供対象/参加
無料
■開園時間：午前９時～午後５時
■定休日：年末年始12/29～1/3
■所在地：北海道紋別市元紋別１０１番
■お問い合わせ：0158-27-4560（管理事務所）

コムケ写真展（紋別市）

「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、全長100mのチューブ
ボブスレーや小学生未満の方に
は、幼児用氷と雪の滑り台が楽し
めます。
頂上から見渡す知床連山や網走
湖など、絶景をお楽しみください。
■開催期間：1月27日(土)～3月4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：9：30～16：00
■開催場所：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

知床流氷フェス2018 (斜里町)
「知床ファンタジア」に代わり、新た
に体験型イベントとして開催される
冬のイベントが誕生。（～人と自然
「冬の素敵さ」が「つながる・広が
る」参加型フェス～）会場では流氷
のライトアップや焚き火スペース等
幻想的な空間をお楽しみいただけ
ます。

「コムケの会」会員の方たちが
撮影した、コムケ湖の魅力を
存分に伝える写真約100点を
展示紹介します。皆さんのご
来場をお待ちしております。

■開催日：1月4日（木）～2月4日（日）
■開催場所：北海道立オホーツク流氷科学センター 多目的ホール
■入場料：無料
■所在地：紋別市元紋別11
■お問い合わせ：北海道立オホーツク流氷科学センター
0158-23-5400

厳冬期の知床五湖ツアー（斜里町）

■営業時間：1月30日（火）～2月28日（水） 18：30～21：00
※天候により中止になる場合もあります。
■所在地：国設知床野営場/有料500円ドリンク付
■お問い合わせ：知床斜里町観光協会（0152-22-2125）
■HP：http://www.shiretoko.asia/index.html

網走流氷観光砕氷船おーろら（網走市）
冬の流氷観光の超人気が流氷砕
氷船「おーろら」です。船底が氷塊
にぶつかり船全体が振動する迫
力は圧巻です。また、流氷とともに
訪れる動物たち、悠然と飛ぶオジ
ロワシや流氷の上でのんびりと昼
寝をするアザラシにも出会えるか
もしれません。

純白に包まれた知床連山を背景
に、足跡ひとつない湖面をすす
み、厳しくも美しい冬の「知床」を
肌で感じることができるツアーで
す。なお、厳冬期の知床五湖は引
率指導者として認定されたガイド
ツアー（有料）による限定利用で
す。
■実施期間：1月22日（月）～3月22日（木） 60日間
■定休日：天候により中止となる場合もございます。
■集合場所：ツアー実施事業者にお問合わせ下さい
■お問い合わせ：知床斜里町観光協会 0152-22-2125
http://shiretoko.asia/
■申込先：知床斜里町観光協会HP（http://ww.shiretoko.asia./wfs/）又
は認定を受けた登録事業者へ直接

■営業期間：1月20日（土）～4月3日（火）
■営業時間：毎日2～5便運航 所要時間 1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：道東観光開発株式会社 0152-43-6000
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山彦の滝ナイトツアー（遠軽町丸瀬布)

ガリンコ号Ⅱ冬期運航（紋別市)

さまざまな色で照らし出され、
闇の中に浮かび上がる氷結し
た滝の姿と、滝まで誘導してく
れる明かりがつくりだす幻想的
な空間を楽しんだ後には温泉
と食事で一息。

■開催日：1月13日（土）・27日（土） 17:00～18:00
2月3日（土）・17日（土） 17:30～18:30
3月3日（土） 17:30～18:30
■開催場所：山彦の滝（集合場所はやまびこ温泉 紋別郡遠軽町丸瀬布上武利）
■参加料金：中学生以上1,800円 小学生1，000円（ガイド料、やまびこ温泉入浴
料、食事代、保険料含む）
■定員：各日 先着40名（要予約）
■お問い合わせ：丸瀬布総合支所産業課 0158－47－2213

流氷を砕く大きなドリルで突き
進むガリンコ号Ⅱは、砕けた
流氷と海水が織りなす神秘的
な色彩や、砕かれた流氷が船
体から浮き上がってくる迫力
満点のクルーズが体験出来ま
す。

■営業期間：1月10日（水）～3月下旬
■営業時間：8：30～17：30
■定休日：なし
■所在地：紋別海洋公園1番地
■お問い合わせ：0158-24-8000

第３回えんがる屋台村『雪提灯』（遠軽町)
日中にはスノーキャンドル作りを
体験していただき、夜には会場内
及び会場前の通称『連隊通り』に
約２５００個のスノーキャンドルを
点灯します。
その他、会場内では地場産の食
材を使った屋台やジャンボ滑り台、
陸上自衛隊遠軽駐屯地の協力に
よる雪上車搭乗体験なども開催し
ます。

■開催日：2月3日（土）
■開催時間：10：00～21：00
■開催場所：遠軽町武道館駐車場特設会場
■お問い合わせ：遠軽青年会議所事務局
（遠軽商工会議所内） 0158-42-5201
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