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6月
ハイランド小清水725イベント(小清水町）

オホーツクあばしりツーデーマーチ(網走市)

標高1,000mの阿寒摩周国立公園「藻
琴山」は、ハイランド小清水７２５
にある登山口から山頂を目指すこと
ができます。約２ｋｍの登山コース
は、ゆっくり歩いても４０分ほどで
登ることができ、子供から大人まで
気軽に楽しむことができます。山開
きとなるこの日に登山をした方は、
お楽しみ抽選会に参加できます。

■営業時間：６月３日（日)10:00 登山者安全祈願祭 10:30 自然観
察藻琴山登山 13:30登山者お楽しみ抽選会
■所在地：斜里郡小清水町字もこと山 ハイランド小清水７２５
■お問い合わせ：小清水町観光協会 0152-67-5120

ハッカの大地北見ツーデーマーチ(北見市)
）
オホーツクあばしりツーデーマー
チ」と合わせて、「第31回でっか
いどうオホーツクマーチ」として
開催。
北見市内ののどかな丘陵地帯の
風景を初夏の風とともに楽しめる
コースです。
日本マーチングリーグ・北海道
マーチングリーグの公式大会です
■開催日：6月10日（日）～11日(月)
■参加料：1,500円（網走、北見市民は1,000円）
■申込締切：当日も受け付けます。
■お問い合わせ：ハッカの大地北見ツーデーマーチ実行委員会
事務局（北見市 観光振興課内）0157-25-1244
■ＨＰ
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2014040800016/

毎年6月「でっかい自然・ふれ愛
ウォーク」をテーマに、「海」
「森」「湖」に囲まれた網走国定公
園を中心としたコースのもとを歩き、
オホーツクの自然と味覚に親しみ、
心身の健康づくりを期待して、オ
ホーツクあばしりツーデーマーチが
開催されます。
「ハッカの大地北見ツーデーマー
チ」と合わせて、「第31回でっかい
どうオホーツクマーチ」として開催。

■開催日：6月8日(金)～9日(土)
■参加料：1,500円(網走市民500円、北見市民1,000円)
■申込締切：当日も受け付けます。
■お問い合わせ：オホーツクあばしりツーデーマーチ
実行委員会事務局 0152-44-6111（内線303）
■Ｈ Ｐ
https://abakanko.jp/news/event/abashiri2daymarch.html

もこと山夏山開き(大空町)
)
登山口は、道道102号線（網走川
）
湯線）から六合目の藻琴山登山口
まで車で行くことができる。片道
約１時間ほどで山頂に到着。東藻
琴コースの途中に北海道名水百選
に選ばれた「銀嶺水（ぎんれいす
い）」が湧き出していて、登山者
の喉を潤しています。

■開催日：6月10日(日)
■開催場所：藻琴山６合目
■お問い合わせ：オホーツク大空町観光協会（東藻琴支部）
0152-66-3111
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藤まつり(遠軽町丸瀬布)

第13回クリンソウまつり(津別町)
「ランプの宿 森つべつ」の前の小川沿い
に広がる「ノンノの森」では、６月から７
月にかけて３０万本もの「くりん草」が咲
きみだれ、清流のまわりを鮮やかなピンク
色に染めあげます。
この森の周辺は「森林セラピー基地」にも
認定されており、花々を鑑賞しながらの散
策は、森の精気を五感で感じ、全身で取り
入れる「健康づくり」にもつながります。
毎年６月に開催される「クリンソウまつ
り」では、森の妖精のような可憐な花々に
囲まれて、さわやかな初夏の一日を満喫で
きます。

丸瀬布市街の弘政寺から平和山公
園にかけて、総延長１㎞の藤棚に
200株の藤が花をつけます。
毎年花をつける6月中旬に「藤ま
つり」を開催。今年は増位山太志
郎さんの歌謡ステージ、ビュー
ティーこくぶさんのものまねス
テージのほか、野だてや抽選会な
ど内容盛り沢山。
■開催日：6月10日(日)
■開催場所：藤園（弘政寺～平和山公園）
■お問い合わせ：遠軽町丸瀬布総合支所産業課 0158-47-2213
■Ｈ Ｐ：
http://engaru.jp/asobu-manabu/11syoukoukankou/event.html

おうむ産業観光まつり(雄武町)

■開催日：6月16日、17日（土曜・日曜）
■所在地：網走郡津別町字上里738
■開花時期と見頃：6月中旬～7月中旬
■お問い合わせ：津別観光協会 0152－77－3771

サロマ湖１００kmウルトラマラソン(広域)

産業観光まつりは、雄武町の夏の訪
れを感じさせる一大ビッグイベント
であり、今回は第40回記念イベント
となります。
当日は雄武町を代表する毛ガニ・ホ
タテ・タコ・ツブなど盛りだくさん
の特産品の特売が行われ、雄武町の
みならず周りの市町村からも多くの
観光客が訪れます。前夜祭の花火も
見所です。

■開催日：6月23日（土）(前夜祭)・24日（日）(本祭)
■開催場所：ふるさと100メモリアル広場(雄武町宮下町)
■お問い合わせ：実行委員会事務局 0158-85-7234

おけと夏まつり・人間ばん馬大会(置戸町)

「湧別町から雄大なサロマ湖を一
周して北見市常呂町にゴールする
鉄人レース。
日本陸上競技連盟の公認コースで
もあり、国内ウルトラマラソンの
中でも最大級の大会といわれてい
ます。
（2018（第33回）大会の申込み受
付は終了しました）
■開催日：6月24日(日)
■募集人員：【100kmの部】3,550名【50kmの部】550名（先着順）
■参加資格：【100kmの部】13時間以内【50kmの部】8時間以内に完走できる大
会当日19歳以上の男女
■参加費用：【100kmの部】17,000円【50kmの部】11,000円
■お問い合わせ：サロマ湖100キロウルトラマラソン事務局
0152-54-2191（土日祝日を除く9:00〜17:00)

清里サマーフェスティバル樽祭(清里町)

予選300kg、決勝500kgの丸太が積ま

清里サマーフェスティバル樽祭」
は、地域の魅力をたっぷり詰め込
んだ、フード・ハンドメイド・雑
貨など町内外から多くのお店が出
店します。昼と夜の2部制になっ
ており、ゆるキャラ集合やバンド
演奏もあります。清里町の名産
｢じゃがいも焼酎」を飲んで、清
里の夏の幸せなひとときをお過ご
し下さい。

れた鉄のソリを、5人または7人で障害
2ヶ所を含む80ｍを引っ張り、競い合う
大会「人間ばん馬大会」がまつりのメ
インイベント。素人縁日、お楽しみ抽
選会など他にもイベントが盛りだくさん
です。

■開催日：6月23日(土) 前夜祭
6月24日(日) 本 祭
■開催場所：置戸町 ファミリースポーツセンター広場 他
■お問い合わせ：置戸町産業振興課 0157-52-3313

■営業時間：平成30年6月30日(土) 昼の部 11時～16時 夜の部 16
時～20時
■所在地：情報交流施設「きよ～る」前(清里町羽衣町62番地)
■お問い合わせ：清里浪漫倶楽部 代表 柳谷克彦 TEL 090-26940901
/
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サクラバラフェア(滝上町)

かみゆうべつチューリップフェア(湧別町)
7haの広大な畑一面にチューリッ
プが咲き誇り、風車型展望台と
共に見る風景は、まるで夢の中
にいる様。開花情報など、詳し
くはＨＰをご確認ください。

滝上町香りの里ハーブガーデンにて開
催します。ハーブガーデンのサクラバ
ラの面積は国内最大級！サクラバラが
咲き誇る色鮮やかなガーデンは、まる
で童話の世界！期間中は「ハーブの寄
せ植え講習会」や珍しい動物たちと触
れ合える「移動動物園」などイベント
も盛りだくさん。屋台やカフェランチ
もやっております。

■開催期間：6月30日（土）～7月1日（日）
■開催時間：10：00～16：00
■開催場所：香りの里ハーブガーデン（滝上町元町）
■お問い合わせ：℡0158-29-2111（滝上町役場商工観光課）

ひがしもこと芝桜まつり(大空町)

■開催期間：5月1日(火)～6月上旬
■開館時間：8：00〜18：00（17:30までに入園をお願いします）
■開催場所：紋別郡湧別町上湧別屯田市街地
■休館日：フェア期間中無休
■入園料：大人500円（高校生以上） 小人(小・中学生)250円
■お問い合わせ：湧別町観光協会 01586-8-7356
■Ｈ Ｐ：http://www.town.yubetsu.lg.jp/tulippark/

2018童話村たきのうえ芝ざくらまつり(滝上町）

10万平方メートルに及ぶ広大な
斜面は、まるでビロードの絨毯
を敷きつめたように、美しく彩
られます。芝桜公園は1周820ｍ
のゴーカート、釣堀、バンガ
ローを完備したキャンプ場、温
浴施設「芝桜の湯」「足湯」な
どもあり、ファミリーで楽しめ
るスポットとなっています。
■開催期間：5月3日(木・祝)～6月3日(日)
■開園時間：8:00〜17:00
■入園料：大人500円(中学生以上) 小人250円(小学生以下)
■所在地：大空町東藻琴末広393
■お問い合わせ：㈱東藻琴芝桜公園管理公社 0152-66-3111
■Ｈ Ｐ：http://www.shibazakura.net/

春の旬まつりキャンペーン(網走市）

ミカン箱一箱分の苗から始まった芝
ざくら滝上公園は、今年で植栽60年
を迎えます。記念イベントとして60
年分の芝ざくら滝上公園の写真を集
めた巨大モザイクアートを展示しま
す。丘の上から芝ざくらを眺めたり、
ヘリコプターで上空から花見をする
など楽しみ方は人それぞれ。晴れた
日の、青い空とピンクの芝ざくらの
コントラストは絶景です。

■開催期間：5月5日(土)〜6月10日(日)
■開催時間：8：00〜18：00
■開催場所：滝上町芝ざくら滝上公園（紋別郡滝上町元町）
■入場料：大人(高校生以上)500円 団体10名様以上 400円
小人(小・中学生)植栽60年記念事業として入場料無料
■お問い合わせ：滝上町観光協会 TEL 0158-29-2730

ガリンコ号Ⅱフィッシングクルーズ(紋別市)
６月～９月、ガリンコ号で釣り体
験!!（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）

流氷明けの春にしか味わえない旨味
が凝縮されたカニを料理の達人が腕
を振るい、絶品創作料理を創りあげま
す。３店舗まわってスタンプを集めると、
毛ガニなど素敵な景品が当たるス
ピードくじが引けます。
5月20日（日）には、「第6回春カニ合戦
in網走」が「道の駅 流氷街道網走」に
て開催されます。

■開催日：4月20日(金)～6月20日(水)
■お問い合わせ：網走市観光協会
0152-44-5849

■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

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
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5月
6
月
あばしりネイチャークルーズ(網走市)

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

あばしりネイチャークルーズ クジラ・イ

旬》であおぞら交流館前に「ドッグラン」

ルカ・ウミドリウオッチング」が4月から

コーナーが登場。愛犬が楽しめる遊具「ア

運航を開始します。今年は、4月から10月

ジリティ」も完備しています。ご利用には

の７ヶ月間の運航となります。4～5月は

シーズン初回のみ管理事務所での利用登録

「ミンククジラ」や「ミズナギドリ」がか

（畜犬登録、予防接種の証明書掲示）が必

なりの確率で見られます。6月に入ると

要となり、利用は無料です。

「イシイルカ」、9月からは「カマイル

※大型犬＝15㎏以上とします

カ」や「ツチクジラ」が見られます

※糞の持ち帰り、おしっこの水かけを必ず

■営業期間：4月20日(金)～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

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）

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１
０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。

■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）
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