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女満別空港スカイフェスティバル(大空町)

七福神まつり(網走市)
地元及び全国各地の物産・味覚市、
縁日、全道骨董市、窯元展、ビア
ガーデン等が開かれ、網走寿大学
の学生と流氷パタラが仮装した七
福神宝船行列、子供達の子供宝船、
七福神ゆかりの市内名所を巡る
ウォークラリー、キャラクター
ショーなどが商店街を舞台として
賑やかに繰り広げられます。

毎年９月、女満別空港では「ス
カイフェスティバル」を開催し
ています。普段立ち入ることが
できない空港車両見学会をはじ
め、お楽しみ抽選会などのイベ
ントがあります。

■開催日：9月3日(土) 9:30～
■開催場所：女満別空港
■お問合せ：大空町総務課企画グループ 0152-74-2111
（内線213）
■H P:http://www.town.ozora.hokkaido.jp/docs/2014112100037/

シンデレラ夢2016(佐呂間町)

■開催日程：9月3日(土)～4日(日)
■開催場所：網走中央商店街（アプト4）
■時間：3日11:00～19:30 4日10:00～16:00
■お問い合わせ：網走中央商店街振組合 0152-44-5546
■Ｈ Ｐ : http://abashiri.jp/tabinavi/
01events/event_shichifukujinmatsuri.html

童話村たきのうえ「ふるさとまつり」(滝上町)
豪華賞品の丸太早切り大会やと
うきび早食い大会など参加型ふ
るさと自慢のイベントが盛りだ
くさん！食べて！見て！参加し
てたきのうえの秋を楽しんでく
ださい。

サロマ特産のかぼちゃをテーマ
としたイベント。
仮装パレードコンテスト、花火
大会、オールデイズナンバーの
舞踏会、パンプキンコンテスト、
世界最大のビンゴマシーンを使っ
たビンゴ大会など。誰でも
参加できるゲームや世界のかぼ
ちゃ博覧会もあります。
■開催日程：9月3日(土) 18:00～22:00
9月4日(日) 10:00～15:00
■開催場所：佐呂間町町民センター駐車場
■お問い合わせ：シンデレラ夢実行委員会 090-1520-5513
■Ｈ Ｐ : http://www.town.saroma.hokkaido.jp/kakuka/keizaika/
cinderella_yume_html/

第37回ふるさと産業まつり(清里町)

■開催日程：9月3日(土)～4日(日)
■開催場所：虹の橋駐車場
■お問い合わせ：
童話村たきのうえ「ふるさとまつり」実行委員会 0158-29-2169

美幌ふるさと祭り(美幌町)

清里町の秋の収穫祭。前夜祭の
じゃがいも踊り大パレードで始
まり、9/4（日）は旬の地場農作
物や特産品の販売や歌謡ショー、
お笑いステージイベントなど
「おいしい」、「たのしい」が
いっぱいのイベント。会場は昨
年に引き続きモトエカ広場で開
催します。

■開催日：9月4日(日)
■開催時間：10:00～14:30
■開催場所：モトエカ広場
■お問い合わせ：清里町ふるさと産業まつり実行委員会
0152-25-3601
■Ｈ Ｐ ： http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/

美幌神社の秋季例大祭に併せて
行われる「美幌ふるさと祭り」は、
9月4日～9月6日の3日間。神社通
りには、町民手作りによる露店が
建ち並び、町内外から大勢の人々
が来場し、夜店の賑わいを楽しめ
ます。また、メインステージでは、
吹奏楽、歌謡ショー、舞踊、バン
ド演奏などが行われます。
■開催日程：9月4日（日）～9月6日（火）
■開催場所：美幌町大通南1～3丁目（神社通）
■お問い合わせ：美幌町役場住民活動担当 0152-73-1111
（内線346）
■Ｈ Ｐ : http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/
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興部神社祭(興部町)

つべつふるさとまつり(津別町)
興部神社祭は毎年9月9日に夜宮、
10日に本祭が行われ、本祭では
本神輿と町内の子供たちによる
子ども神輿、駒踊りなどが市街
を賑やかに練り歩きます。餅ま
きや露店も出されるなど興部地
区の住民の楽しみとなっていま
す。

■開催日程：9月9日(金)夜宮、10日(土)本祭
■開催場所：興部地区

さんご草まつり(網走市)

津別神社の秋季例大祭に合わせ
て行う町民手作りの露天が並ぶお
祭り。露店ごとに趣向を凝らし
た食べ物や遊びがひしめき、子
どもや親子で賑わいます。
10日には秋季例大祭の迫力ある
神輿渡御が会場を横断します。

■開催日程：9月9日(金)～10日(土)
■お問い合わせ：つべつふるさとまつり実行委員会
0152-76-2151
■Ｈ Ｐ : http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/

「スカイフェスティバル2016 in 紋別」開催(紋別市)
オホーツク紋別空港「空の日」
イベントを、流氷公園をメイン
会場として開催。熱気球係留フ
ライト体験搭乗やモーターパラ
グライダーのデモ飛行、「空の
日」にちなんだ工作教室や子供
ミニ縁日。その他、美味しいも
の屋台や空の日抽選会、ステー
ジイベントなども行われます。

能取湖の湖畔にひろがるサンゴ
草が真っ赤に色づく季節に、青
空の下で深まりゆく秋の風情と
味覚を楽しむお祭り。能取湖で
とれたばかりのホタテなどオ
ホーツクの幸が香ばしく会場に
たちこめます。

■開催日程：9月10日(土)～11日(日) 9:00～15:00
■開催場所：網走市卯原内（能取湖畔）
■お問い合わせ：卯原内観光協会 0152-47-2301
■Ｈ Ｐ : http://abashiri.jp/tabinavi/01events/
event_sangosoamtsuri.html

みどりの村「ふれあいまつり」(美幌町)

■開 催 日：9月11日(日)
■開催時間：9:30～15:00（イベント内容によって実施時間が異なり
ます）
■開園時間：9:00～17:00
■所在地：北海道立オホーツク流氷公園(紋別市元紋別１０１)
■お問い合わせ：「空の日」「空の旬間」実行委員会事務局～
（0158）24-1336 流氷公園管理事務所～（0158）27-4560
■H P：http://seaicepark.jp/

沙留神社祭(興部町)

美幌みどりの村では、ご家族で
楽しんでいただけるイベントと
して「ふれあいまつり」を開催
しています。
雑貨手作り体験や、親子手打ち
そば無料体験（先着５名・事前
申込必要）、こども広場、スタ
ンプラリーなどに参加して一日
遊んでみませんか。餅まきや抽
選会、各種販売もあります。
■開催日時：9月11日(日) 10:00～14:00
■開催場所：美幌みどりの村
■お問い合わせ：美幌みどりの村振興公社 0152-72-0178

毎年9月12日に夜宮、13日に本祭
が行われる沙留神社祭では、港
町である沙留地区の漁の安全を
祈願し、子どもたちによる奉納
相撲が行われるとともに、神輿
や餅まきなども行われます。露
店なども出され、沙留地区の住
民に親しまれています。

■開催日程：9月12日(月)夜宮、13日(火)本祭
■開催場所：沙留地区
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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

道の駅うまいもんまつり(滝上町)
滝上町の秋のおいしい味覚が、
道の駅香りの里たきのうえに大
集合！
じゃがいも、かぼちゃ、スイー
トコーンなどの秋の味覚、オ
ホーツクはまなす牛などの地域
の味覚が、道の駅で味わえます。
当日は、バーベキューコーナー
などで、旬の食材を楽しめます。
■開催日程：9月17日(土)～18 日(日)
■開催時間：9:00～15:00(予定より早く終了する場合もあり)
■会場：道の駅香りの里たきのうえ(紋別郡滝上町旭町)
■お問い合わせ：0158-29-3300

ひまわり畑ライトアップ(網走市)

2016秋まつりふれあい素人縁日＆くんねっぷ元気ステージ(訓子府町)

町民のふれあいを目的として毎
年開催されているおまつり。当
日は手作りの露店や、町内の児
童や学生によるスクールバンド
演奏、愛好家による催しものの
披露もあり、内容盛りだくさん
の２日間です。

■開催日時：9月17日(土) 15:00～20:00
9月18日(日) 11:00～18:00
■開催場所：訓子府町仲町公共駐車場
■お問い合わせ：訓子府町商工会 0157-47-2241

「遠紋圏域・秋の流氷公園まつり」(紋別市)
行政、民間企業、教育機関と連
携し、地域貢献の普及活動及び
遠紋地域の自然や各種産業の魅
力を発信することを目的とした
催しを開催。消防車やパトカー
などの特殊車両を間近で見るこ
とができる「はたらく車、大集
合！」や交通安全・防犯講話や
体験会、食育・木育など、子ど
もから大人まで楽しむことがで
きます。
■開 催 日：9月17日(土)～19日(月・祝)
■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：北海道立オホーツク流氷公園(別市元紋別１０１番)
■お問い合わせ：0158-27-4560（管理事務所）
■H P：http://seaicepark.jp/

たんのカレーライスマラソン(北見市端野)
4人1組で、カレールー、肉、タ
マネギ、ニンジン、イモの各コー
スに分かれ、それぞれの食材を求
めて走るユニークなマラソン。
野菜は畑から直接取ります。ゴー
ルした後は集めてきた食材を使っ
てカレーを作り、おいしく食べる
というイベントで、決して順位や
タイムを競うレースではありませ
ん。汗をかいた後のカレーの味は
格別です！

広大な敷地に約150万本が咲き誇
る大曲湖畔園地のひまわり畑。
この時期だけの期間限定ライト
アップを実施。ライトに照らさ
れるひまわり畑の昼間とは
ちょっと違った幻想的な風景を
お楽しみください。期間中、イ
ルミネーションやミニコンサー
ト、ホットドリンクの販売など
も行います。
■開催日程：9月17日(土)～24日(土) 19:00～21:00 （雨天中
止）
■開催場所：網走市三眺25（大曲湖畔園地）
■お問い合わせ：網走市観光協会 0152-44-5849
または網走市観光課 0152-44-6111
■H P：
http://abashiri.jp/tabinavi/01events/2016himawari_L.html

■開催日：9月18日(日) 10:40 START
■お問い合わせ：たんのカレーライスマラソン実行委員会
0157-56-3100
■Ｈ Ｐ : http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2012042000038

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

2016

9月
第39回斜里岳ロードレース大会(清里町)

もっと馬力だすべぇ祭(置戸町)

秀峰斜里岳を望む最高のロケーショ
ンの中を走る清里町の秋のスポーツ
イベント。
アップダウンの激しいハーフマラソ
ンや5km、3km、2km、1kmと体力に合
わせたコースを走ることが出来ます。
また、清里の特産品を販売する出店
が並び、ランナーはもちろん応援に
来た方も楽しめるイベントです。
■開催日：9月18日(日)
■開催場所：清里町生涯学習総合センター
■お問い合わせ：斜里岳ロードレース実行委員会事務局
0152-25-2005

湧別町産業まつり（湧別町）

置戸町の味覚満載の食べ歩きグ
ルメイベント。焼肉をメインと
したグルメパスポートで大満足。
パスポートがなくても、参加無
料の馬力うどん早食い競争や、
おばけカボチャの重量当て、野
菜やシイタケ、地元特産品の直
売などが楽しめます。

■開催日：9月22日(木・祝)
■開催場所：置戸町中央公民館 前庭
■お問い合わせ：JAきたみらい置戸地区事務所 0157-52-3111
置戸町役場産業振興課 0157-52-3313

オホーツク網走マラソン2016(網走市)

鮭やホタテ、とうもろこしなど、
湧別町の農産物・海産物の産直
販売があります。小中学生対象
の「鮭の生け捕り大会」や「オ
ホーツク人間ホタテ引き大会」、
特産品から生まれた5人のレン
ジャーが悪のヒトデマンから湧
別町を守るため奮闘する湧別戦
隊「産業レンジャー」ショーな
ども開催され
ます。
■開催日：9月22日(木・祝)
■開催場所：湧別町町民憩の広場
■お問い合わせ：湧別町商工観光課 01586-2-5866
■Ｈ Ｐ : http://www.town.yubetsu.lg.jp/

2016 あばしり｢うみ｣と｢大地｣の収穫祭（網走市）

網走刑務所の正門前からスター
トし、オホーツク海の美しく輝
く青“オホーツクブルー”や世
界遺産である知床連山を眺め、
数々の映画やコマーシャルのロ
ケ地となっている能取岬を周り、
自然豊かな土地“大曲湖畔園
地”にゴールします。ゴールで
は、約18haのひまわり畑がラン
ナーを迎えます。
■開催日時：9月25日(日) 9:00 START
■コース：網走刑務所～能取岬～レイクサイドパーク・のとろ
～大曲湖畔園地
■お問い合わせ：オホーツク網走マラソン事務局 0152-61-2360
■Ｈ Ｐ ： http://www.abashiri-marathon.jp/

第37回しれとこ産業まつり(斜里町)

満開を迎えた大曲湖畔園地のひ
まわり畑をバックに、網走の
畑・海・湖でとれた豊富で新鮮
な農産物や海産物を集めた収穫
祭が開催されます。
同日に開催される「オホーツク
網走マラソン2016」のフィニッ
シュ会場にもなっています。

■開催日時：9月25日(日) 10:00～16:00
■開催場所：網走市三眺25（大曲湖畔園地）
■お問い合わせ：網走青年団体連合会 0152-44-6751

町内で生産された農水産物や、
斜里町の友好都市である青森県
弘前市のりんごなどの特産品即
売会をはじめ、あきあじ鍋、
チャンチャン焼き、でんぷんだ
んごなど美味しいものがいっぱ
いです。また、芸能人コンサー
トやキャラクターショー、町内
団体などのステージイベントを
予定しています。
■開催日：9月25日(日)
■開催場所：みどり工房しゃり特設会場
斜里町以久科北(国道244号線沿い)
■お問い合わせ：斜里町役場商工観光課 0152-23-3131
■Ｈ Ｐ : http://www.shiretoko.asia/index.html
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雄武の宝うまいもんまつり(雄武町)
春の毛がにと並ぶ雄武町のもう
ひとつの秋の名物、鮭（雄宝）
「雄武の食材を使って料理を作
り、それを皆で食べて楽しむ」
ことを主眼としており、あきあ
じ鍋や鮭のつかみどりなど、雄
武町を「見て」、「触れて」、
「味わう」を凝縮したイベント
となっており、雄宝バーガーや
ホタテ浜焼きなど、雄武町なら
ではの魅力いっぱいの内容と
なっています。
■開催日：9月25日(日)
■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：0158-85-7234（第10回雄武の宝うまいもんまつり
記念大会実行委員会）
■Ｈ Ｐ : http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
hotnews/hotnews_view.php?id=790

網走感動朝市(網走市)

あばしりネイチャークルーズ(網走市)
2014

9月

「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

太陽の丘コスモスフェスタ(遠軽町)
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。
9/11に開催される「フェスタイベン
ト」では圧倒的な歌唱力を誇る「ク
リス・ハート」さんと、3月にAKB48
を卒業し演歌歌手として本格的に活
動中の「岩佐美咲」さんが登場しま
す。

新鮮でおいしい網走の食の恵み
を集めた夏の恒例イベント。
網走で穫れる新鮮な海の幸・山
の幸を市民及び観光客に提供し
ます。
夏から秋にかけロングランで実
施され、サーモン、カニ、ホタ
テなど旬の食材を豪快に盛りつ
けた海鮮丼もご賞味いただけま
す。

■開 催 日：7月17日(日)～9月19日(月・祝)
7/17～7/24（毎週金・土・日・祝）
7/29～8/16（毎日）
8/19～9/19（毎週金・土・日・祝）
■開催時間：6:30～10:00
■開催場所：網走漁港特設会場
■お問い合わせ：網走感動朝市実行委員会 0152-43-7670
（開催時間外） 0152-44-5525

ふれあいコーナー「ヤギとあそぼう！」（紋別市)

0

■開催日程：8月20日(土)～10月2日(日)
イベントは9月11日(日)に開催。
9月24日(土)・25日(日)にはえんがる物産まつりが開催されます。
■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

流氷公園「ドッグラン」(紋別市)
流氷公園では期間限定《5月16日～10

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！

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

■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）

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）

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

2016

9月
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

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

2014

9月

