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7月
オホーツクサイクリング (広域)
「オホーツクサイクリング」は、
雄武町から斜里町までの全走行
距離212kmを2日間で走破するサ
イクリングイベントで、北海道
内はもちろん、日本全国から多
くのサイクリストが集まります。
その道のりはオホーツクの海岸
線やサロマ湖など北海道の自然
がいっぱい。完走した満足感と
喜びは参加した者でなければ味
わえない醍醐味と言えましょう。

■開催日：7月1日(金)～3(日)
■コース：オホーツク海沿岸212キロ（全4コース）
《雄武町〜北見市常呂〜斜里町》
■参加人員：900名
■お問い合わせ：オホーツクサイクリング実行委員会
0152-54-1361（北見市常呂総合支所内）
■Ｈ Ｐ：http://www.gogookhotsk.jp/index.shtml
※参加申込は終了しています。

2016オホーツクセブンズ(北見市)

ラベンダーフェスティバル２０１６（紋別市）
｢オホーツクラベンダー畑｣では、
見頃を迎える7月1日(金)～8月7
日(日)の期間『ラベンダーフェ
スティバル2016』を開催。さら
に今年は開園５周年を記念して、
7月1日(金)～3日(日)の間、800
円以上お買い物された方限定で
｢オリジナルトートバック｣をプ
レゼントします。(先着200名)
■開催期間：7月1日(金)～8月7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)

Trout Derby Vol.20

トラウトダービーの趣旨やルー
ルに賛同していただける方は、
どなたでも参加することができ
ます。競技終了後には表彰式を
兼ねた懇親会がありますので競
い合った参加者同士、親睦を深
めあい、新たな仲間を作るきっ
かけとなっていくでしょう。

オホーツクで初の7人制ラグビー
大会『2016オホーツクセブン
ズ』が開催されます！！
全国各地から男女合わせて9チー
ムがオホーツクで熱い戦いを繰
り広げます！！
ぜひ、当日は北見モイワスポー
ツワールドに集結し、選手達に
熱い声援を送りましょう！！
■開催日：7月2日（土）～3日（日）
■大会日程：7月2日（土） 男女総当り戦
7月3日（日） 男女順位決定戦
■大会会場：北見市美園369-1
（北見モイワスポーツワールドＤ面グラウンド）
■Ｈ Ｐ：オホーツク・スポーツ合宿総合サイト
http://www.okhotsk-sports-camp.jp/

(滝上町)

■開催日：7月2日(土)
■開催場所：渚滑川キャッチアンドリリース区間
■お問い合わせ：NPO法人 渚滑川とトラウトを守る会
(メールアドレス：syokotukawa@oregano.ocn.ne.jp)
※参加人数が50名になり次第締切。

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

７月
つべつ夏まつり(津別町)
前夜祭は、「千人おどり」と
「花火大会」から始まります。
本妻は、川に浮かべたタイヤ
チューブを走る「川のぼり大
会」や各種ステージイベントも
行われます。また津別産の牛肉
を特価で提供する「ビーフまつ
り」も開催されます。ぜひご堪
能ください。
■開催日：7月2日(土)前夜祭、3日(日)本祭
■開催場所：津別町 河岸公園
■お問い合わせ：つべつ夏まつり実行委員会
0152-77-3771（津別観光協会）

遠軽がんぼう夏まつり(遠軽町)

しじみ採り(大空町)
しじみ採り(大空町)
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3日(日)～8月21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（17:00まで採れます）
■料金：700円／袋
■会場：網走湖女満別湖畔
■お問い合わせ：ＮＰＯ法人めまんべつ観光協会 0152-74-4323

清里サマーフェスティバル樽祭(清里町)
「清里サマーフェスティバル樽
祭」が夏の新イベントとして行
われます。清里で作られた様々
な農産物を使い、食堂・カフェ
など数多くのお店が出店します。
昼には小・中・高生の吹奏楽、
夜にはバンド演奏を聴きながら
清里の名産「じゃがいも焼酎」
を飲んで、幸せなひとときを過
ごせます。

市街地を練り踊る千人踊り、音
楽パレードなど、賑やかな催し
物や、味覚などの屋台が並びま
す。

■開催日：7月9日(土)
■開催場所：遠軽町コミュニティー広場ほか
■お問い合わせ：遠軽商工会議所 0158-42-5201

くんねっぷふるさとまつり(訓子府町)

■開催日：7月9日（土）
■開催時間：昼の部 11:30～16:00 夜の部 16:00～19:30
■所在地：斜里郡清里町羽衣町62番地（情報交流施設）
■お問い合わせ：清里浪漫倶楽部
（ファーマーズキッチン TOKO-TOKO TEL:0152-25-3623）

北見ぼんちまつり

町内の青年４団体が中心となり
さまざまなイベントが繰り広げ
られ、町内外から集まった多く
の人が祭りを満喫します。

■開催日：7月9日(土)～10日(日)
■開催場所：常呂川河川敷地
■お問い合わせ：訓子府町産業観光振興協議会 0157-47-2116

(北見市)
市民がゆかた姿で中心街を練り
歩く『舞踊パレード』を皮切り
に、200メートルの綱をフンド
シ姿の若者が引き合う『屯田大
綱引』や『こどもサンバカーニ
バル』。北見芸術文化ホール特
設会場では、歌手を迎えての
『市民コンサート』などが行わ
れます。最終日には、ぼんちま
つりのフィナーレを飾るべく、
常呂川の河川敷において『納涼
花火大会』が行われます。

■開催日：7月15日(金)～17日(日)
■お問い合わせ：北見商工会議所 0157-23-4111

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
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７月
ゆうべつ大漁みなとまつり（湧別町）

香りゃんせフェスティバル(北見市)
7月には色とりどりの花が咲き
誇る「香りゃんせフェスティバ
ル」が開催されます。香り体験
コーナー、ハーブお楽しみコー
ナー等各種イベントが盛りだく
さん。ハーブウェディングでは
幸せが会場一杯に広がります。

オホーツクの大漁を願い、湧別
港で毎年7月中旬に行われるイ
ベントで、会場ではホタテなど
海産物の特価販売のほか、「ホ
タテ貝殻タワー選手権」、歌謡
ショー、キャラクターショー、
北海シマエビつかみ取り、花火
大会（16日）などたくさんのイ
ベントが行われます。

■開催日：7月17日(日)
■開催場所：香りゃんせ公園
北見市朝日町河川敷
■お問い合わせ：北見市役所 都市建設部 公園緑地課
0157-25-1139

■開催日：7月16日(土)～17日(日)
■会場：湧別漁港特設会場
■お問い合わせ：湧別町商工会支所
01586－5－2553

美幌観光和牛まつり(美幌町)
網走川河畔公園の芝生に300基
以上の炉を並べ、道産和牛肉を
味わうことのできる大野外バー
ベキューです。ステージショー
やミニ縁日の他、お楽しみ抽選
会では、東京ディズニーリゾー
トペア宿泊券など豪華景品が当
たります。

■開催日：7月17日(日)
■開催時間：9：30〜14：00
■開催場所：美幌町 網走川河畔公園
（国道39号線沿いみどり橋付近）
■料金：前売券1,500円、当日券1,700円
■お問い合わせ：美幌観光物産協会 0152-73-2211

網走感動朝市(網走市)

ヤマベまつり(遠軽町生田原)
網走感動朝市(網走市)

ヤマベの棲む生田原川で開催さ
新鮮でおいしい網走の食の恵み
れるフィッシング大会のほか、
を集めた夏の恒例イベント。
ヤマベのフライ、ヤマベの塩焼
網走で穫れる新鮮な海の幸・山
きなどヤマベにちなんだ屋台も
の幸を市民及び観光客に提供し
並びビアガーデンや抽選会も行
ます。
夏から秋にかけロングランで実
われ、夏のひとときを過ごしま
施され、サーモン、カニ、ホタ
す。
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)
■開催時間：フィッシング大会
受付 7:00
■開
催 日：7月19日(日)～9月23日(水)
競技 9:00～10:30
7/19～7/26（毎週金・土・日・祝）
イベント
12:00～17:00
7/31～8/16（毎日）
■開催場所：フィッシング大会 遠軽町生田原933-１
8/21～9/23（毎週金・土・日・祝）
かぜる南裏
■開催時間：6:30～10:00
イベント
遠軽町生田原618
■開催場所：網走漁港特設会場 生田原福祉センター駐車場
■お問い合わせ：ヤマベまつり実行委員会
■お問い合わせ：網走感動朝市実行委員会 0152-43-7670
(えんがる町観光協会生田原地域委員会)
0158-45-2336
（開催時間外） 0152-44-5525

あばしりオホーツク夏まつり(網走市)

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

中心商店街が歩行者天国になり毎
年1000人もの踊り手が踊る「流氷
おどり」や市内の小・中・高生が
参加する「音楽大行進」も行われ
ます。圧巻は網走川右岸で行われ
る「花火大会」。川岸ならではの2
尺玉の迫力が体感でき、オホーツ
クの海と空が美しい大輪の花火で
彩られます。
また、今回は70回を記念して北海
道初となる「昼花火」を開催いた
します。
■開催期間：7月21日(木)～24日(日) 花火大会・23日(土)
■開催場所：道の駅「流氷街道網走」特設会場（網走川右岸）
■お問い合わせ：あばしりオホーツク夏まつり実行委員会
（網走商工会議所内） 0152-43-3031

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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７月
第62回もんべつ観光港まつり(紋別市)

しれとこ斜里ねぷた（斜里町）

もんべつ観光港まつりは多くの
露店の他に、特設ステージで行
われるキャラクターショーや、
「よさこい」パレード、紋別流
氷太鼓といった多くのイベント
がまつりを盛り上げます。23日
のオホーツク花火の祭典におき
まして、今年も紋別の夜空を多
くの花火が華麗に彩ります。
■開催日：7月22日(金)～24 日(日)
■開催場所：紋別市中心商店街特設会場（旧駅前通り）
■お問い合わせ：紋別観光協会 0158-24-3900

道の駅夕市まつり(網走市)

友好都市弘前市との文化交流の
中から始まったねぷた。毎年7
月第4金・土曜日の二日間にわ
たって、大小15あまりのねぷた
が町内を練り歩く斜里の夏の風
物詩です。大きな太鼓が鳴り響
き「ヤーヤードー」と勇ましい
声で練り歩くそのさまはまさに
圧巻です。
■開催期間：7月22日(金)～23日(土)
■開催時間：19:00～21:00
■運行場所：斜里町役場～町内目抜き通り
■お問い合わせ：斜里町役場総務課総務係 0152－23－3131

じゃがいもフェスティバル（小清水町）

道の駅「流氷街道網走」におい
て、地元の農水産物の販売や炭
火焼やビアガーデンを中心とし
た「あばしり道の駅夕市まつ
り」を開催します。
また、併せて毎日、日替わり
で地元グループのコンサートや
パフォーマンスが行われていま
す。
■開催日：7月23日(土)～7月27日(水)
■開催時間：平日 17:00～20:00（予定）
土日 15:00～20:00（予定）
■開催場所：流氷街道網走東側駐車場
（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

湧別サロマ湖龍宮えび・ホタテまつり(湧別町)

小清水町の1大イベント｢小清水
ふるさとまつり｣です。名物新
じゃがの詰め放題をはじめ、恒
例のいも拾い競争のほか、フラ
イングポテト、青空市や花火大
会などお楽しみイベント目白押
しです。

■開催日：7月24日(日)
■会場：開基１００年記念公園
■お問い合わせ：小清水町役場産業課商工観光係 0152-62-4481

オロチョンの火祭り(網走市)
北方系少数民族の先人を偲び霊
を慰めるとともに、郷土の豊か
な実りを祈願して行われる行事。
神と通じ合うことのできる特能
者（シャーマン）が登場し、伝
統に沿って厳粛に繰り広げられ
ます。シャーマンはかがり火を
たきながら先住の北方民族の魂
を慰め豊穣を願い、人々は民族
衣装で踊ります。

北海シマエビの早食い競争や飛
び入り大歓迎の龍宮亀引きトラ
イアルレース、龍宮なべ、ホタ
テやエビの販売コーナーなど、
サロマ湖・オホーツクが満喫で
きる参加型のイベントが盛りだ
くさん。

■開催日：7月24日(日)
■開催場所：湧別町 三里浜キャンプ場
■お問い合わせ：湧別町観光協会
01586-2-3600

■開催日：7月25日(月)
■開催場所：モヨロ貝塚〜道の駅「流氷街道網走」
■お問い合わせ：網走市観光協会 0152-44-5849

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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７月
めまんべつ観光夏まつり(大空町)

さるる海浜まつり(興部町)

網走湖女満別湖畔を会場に行わ
れる、大空町めまんべつ地区の
夏を彩る最大のイベント。水上
花火大会や女性だけのローボー
ト大会、北海道ドラゴンボート
競技会など女満別湖畔ならでは
のアトランクションが盛り沢山。
会場内では売店も多数出店し、
まつりの雰囲気を盛り上げてい
ます。

■開催日：7月30日(土)～31日(日)
■開催場所：網走湖女満別湖畔
■お問い合わせ：ＮＰＯ法人めまんべつ観光協会 0152-74-4323

おけと湖水まつり(置戸町)

北国の短い夏を惜しむようにこ
の日海辺は大勢の人で賑わいま
す。ホタテ貝拾いやゲーム、夜
は歌謡ショーやビールパー
ティーなどたくさんの催し物が
あり、町民をはじめツーリング
途中のライダーや海水浴客が気
軽に参加できる開放的な夏の祭
りです。

■開催日：7月31日(日)
■お問い合わせ：興部町観光協会 0158-82-2217

氷のトンネル一日開放(西興部村)

鹿ノ子ダム見学、カヌー体験や
フライフィッシング体験など大
人も子供も楽しめるイベントが
盛りだくさんです。中でも「流
木アート」は流木を使った工作
が親子で体験でき、一番人気で
す。

■開催日：7月31日（日）
■お問い合わせ：置戸町産業振興課

0157-52-3313

｢流氷公園サマーランド｣（紋別市）
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16日(土)～8月11日(木・祝)
■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/

ウエンシリ岳の麓には真夏でも
清涼感のある氷のトンネルがあ
ります。一日開放では村のイン
ストラクターの案内のもと氷の
トンネルの探勝を行います。
（一日開放以外は通行止めとし
ています）

■開催日：7月31日(日) 10:00～14:00
■お問い合わせ：西興部村商工会青年部 0158-87-2974

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(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

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

７月
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：北海道紋別市元紋別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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