十勝観光イベントガイド
※開催内容や日程など変更になることがありますので事務局等にご確認ください。
月日(曜日)

イベント名

開催
市町村

1月31日(金)～
2月2日(日)

第57回
おびひろ氷まつり

帯広市

2月1日(土)
2月15日(土)

サンポカフェ

音更町

開催場所

緑ヶ丘公園一帯

「北国の冬にぬくもりとよろこびを」をコンセプトに、
緑ヶ丘公園で開催。氷雪像、氷彫刻、滑り台のほか、夜
は花火大会などイベント盛り沢山。

十勝
エコロジーパーク

大人プログラム。冬の公園内をスノーシューを履いて、
動物の足跡を見つけたり、樹木の冬芽を観察したり、動
植物の生態を観察します。目的地では自然豊かな中で暖
かな飲み物を飲んで日常とは違う空間を楽しんでいきま
す。【場所】ビジターセンター【持ち物】手袋、防寒着
【時間】10:00～12:00【参加人数】15人【参加費】
1,000円【参加対象】未就学児以上（小学３年生以下は
保護者同伴）

十勝
エコロジーパーク

冬の土曜日は、エコパで音楽と共に。〈全４回〉【場
所】ビジターセンター【時間】2月1日開演19:00 リズ
ム兄弟、ＰＡＰＡＳ＆ＭＡＭＡＳ 2月8日開演19:00
忠類ＯＹＡＪＩ２、サオリンバンド 2月15日開演
18:00 クニミカ、札内ギターサークル 2月22日開演
18:00 とこはな、ＣＬＵＢ ＹＵＫＡＴＩ（Ｗｉｔｈ
道東ジョン）、黄金興行【参加費】カフェ有料

2月1日(土)
2月8日(土)
2月15日(土)
2月22日(土)

エコパ☆ナイトカフェ

2月1日(土)

道の駅「ステラ★ほんべつ」
冬あかり

本別町

道の駅
「ステラ★
ほんべつ」前

2月1日(土)
2月2日(日)

第39回
しばれフェスティバル

陸別町

陸別町ウエンベツ
イベントセンター

2月2日(日)

児童会館
冬まつり

帯広市

帯広市児童会館

2月2日(日)

エコパ歳時記
「みんな集まれ豆まき会」

音更町

十勝
エコロジーパーク

２月2日(日)
２月8日(土)
２月9日(日)
2月15日(日)
２月23日(日)
２月24日(月祝)
３月1日(日)

2月8日(土)

アイスバブルカフェOPEN

足あと見つけたい

音更町

上士幌町

音更町

2月8日(土)
2月9日(日)

第38回上士幌ウインター
バルーンミーティング

上士幌町

2月9日(日)

第33回雌阿寒温泉
スノーシュートレッキング

足寄町

2月14日(金)

第30回氷灯夜

芽室町

2月15日(土)

クニさん歌の広場

音更町

2月15日(土)
3月14日(土)

メロディキッズ
クニさん・ミカちゃん
～音楽レッスン～

音更町

2月15日(土)
2月16日(日)

スノーアートヴィレッジ
なかさつない2020

中札内村

2月16日(日)

第10回
新得うまいもん温かフェア

新得町

令和2年2月～4月

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）

問い合わせ先
電話番号/URL
帯広のまつり推進委員会
（帯広観光コンベンション協会）
0155-22-8600
http://obihiro-icefes.com/

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

アイスキャンドルで幻想的な一夜を演出します。来場者
も一緒に楽しめる多彩な催しもあります。

道の駅「ステラ★ほんべつ」
0156-22-5819

しばれフェスティバルとは日本一寒い陸別町で開催され
る日本最寒のお祭りです。、家族連れの方々、老若男女
問わず多くの方に楽しめる内容を企画、用意しておりま
す。
おびひろ氷まつりに協賛して、たのしい実験や工作教室
などを開催します☆彡【🕐時 間】10時～15時 /【📋
事前申込】なし【💰参加料】無料
鬼とじゃんけん。グルメ・物販コーナー。スノーラフト
無料体験。豆まき会。【場所】ビジターセンター内外
【時間】10:00～16:00【参加費】一部有料

しばれフェスティバル
実行委員会
0156-27-3990
http://www.shibare.com

糠平湖

幻想的なアイスバブルを眺めながら、美味しくて温かい
珈琲を飲みながら贅沢な時間を過ごしませんか。今年度
は、アイスバブルがよく見えるスポットにテントが出
現！ぜひ、遊びにいらしてください。日時：左記日程10
時～14時 場所；糠平湖五の沢橋梁付近 値段：ホット
コーヒー 500円他

十勝
エコロジーパーク

冬の公園内をスノーシューを履いて、動物の足跡を見つ
けに出かけ、動植物の生態を観察します。【時間】
10:00-12:00【場所】ビジターセンター【持ち物】手
袋、防寒着【参加費】小学３年生以上500円 小学２年生
以下300円 【参加人数】20人 【参加対象】未就学児
以上（小学３年生以下は保護者同伴）

上士幌町航空公園

青空と白銀の世界に、色とりどりの熱気球のコントラス
トが映えます。当日は気球の体験搭乗（有料）もありま
すので、大空から360°見渡せる雪原の大地を見下ろせ
ます。みなさまのお越しをお待ちしております!

帯広市児童会館
0155-24-2434
十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

上士幌町観光協会
01564-7-7272

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

北海道バルーンフェスティバル
組織委員会
01564-２-2111

NPO法人あしょろ観光協会
スノーシューで、冬の阿寒摩周国立公園オンネトー地区
の自然観察と森林浴を体験します。終了後 は、温泉で休
0156-25-6131
養します。
http://www.ashoro-kanko.jp/
芽室町では毎年2月14日バレンタインデーの夜、約
5,000個のアイスキャンドルが煌く一夜限りの幻想的空
芽室町
間「氷灯夜」を開催しております。カップルはもちろ
商工観光課観光物産係
芽室公園
ん、家族連れの方々、老若男女問わず多くの方に楽しめ
0155-62-9736
る内容を企画、用意しております。冬の花火もとてもき
s-kankou@memuro.net
れいです。【開会時間（予定）】15:00～20:30（花火
は19:40～19:50）
作詞作曲家のクニ河内さんと一緒に音楽で遊びません
十勝エコロジーパーク財団
か？クニさんとクニさんの曲でセッションされたい方
十勝
0155-32-6780
は！ご連絡下さい。【持ち物】音の出るモノ【時間】
エコロジーパーク
http://www.tokachi-ecopark.jp/
15:00～16:00【参加費】無料【場所】ビジターセン
ター【参加対象】0才～92才(クニ)まで
作詞作曲家 クニ河内さんと歌って踊れるマリンバ奏者
十勝エコロジーパーク財団
のミカちゃんと一緒に楽しい音楽に触れてみませんか？
十勝
0155-32-6780
13:00～13:45 4歳児以上小学2年生以下 14:00～
エコロジーパーク
14:45 小学3年生以上6年生以下【参加人数】各10名 http://www.tokachi-ecopark.jp/
【参加費】500円
ふわふわの雪でとことん遊ぶ！大雪原に描かれたスノー
中札内村観光協会
アートの見学や体験、犬ぞりやスノーチューブなどのア
中札内農村休暇村
0155-68-3390
クティビティ、ちくだいKIPの雪上ジムなど、十勝の冬を
フェーリエンドルフ
https://www.facebook.com/t
思いっきり楽しむ体験型イベントです。十勝グルメも大
enwinters/
集合！(各日10時～15時 入場無料)

雌阿寒温泉
オンネトー

新得４大肉である牛・鹿・豚・地鶏を焼肉で味わえるほ
新得町民体育館裏 か、雪上の迫力満点なアクティビティ「スノーラフティ
焼肉ハウス及び広場 ング」や、子どもが喜ぶ巨大滑り台などが楽しめます。
【開催時間】11:00～14:00

新得うまいもん温かフェア実行委員会

0156-64-0525

月日(曜日)

イベント名

２月16日(日)

第37回
忠類ナウマン全道そり大会

開催
市町村

幕別町

開催場所

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）

ダンボールで作った「そり」を使ってスキー場を駆け下
ります。そりの出来栄えを競う「グッドデザイン賞」と
忠類白銀台スキー場 ゴールまでのタイムを競う「スピード賞」の２部門があ
ります。また来場者が参加できる楽しいイベントもあり
ます。

2月23日(日)
3月22日(日)
4月26日(日)

魚の日

広尾町

広尾漁協食品部
(広尾町会所前
3丁目39番地)

2月29日(土)

エコパ歳時記
「ひなまつり」

音更町

十勝
エコロジーパーク

毎月第4日曜日は「魚の日」。サケやししゃも、昆布や
ふのりなど、今が旬のおいしい海の幸を販売していま
す。10:00～11:00
雛飾り。変わり雛づくり。グルメ・物販コーナー。【場
所】ビジターセンター【時間】10:00～16:00【参加
費】一部有料
期間中、17:30～21:30までサンタの故郷ノルウェーオ
スロ市が公認した、サンタランド広尾町のツリーが点灯
します。JR芽室駅前広場に設置されたこのツリーは、芽
室町開町100年の記念に友好都市広尾町から寄贈された
ツリーで、3,000個の電球に彩られ存在感を放ちます。

問い合わせ先
電話番号/URL
幕別町役場忠類総合支所
地域振興課
01558-8-2111
広尾漁業協同組合食品部
01558-2-3202
http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/sr/ske/osazu/oz06gok/go
k032.htm
十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

芽室町
企画財政課企画調整係
0155-62-9721
k-kikaku@memuro.net

開催中～
2月14日(金)

サンタランドツリー・
イルミネーション

芽室町

ＪＲ芽室駅前

開催中～
2月14日(金)

ときめきイルミネーション

更別村

更別村農村公園
南側付近

更別村市街の冬を彩るイルミネーション。農村公園南側
付近などの街路樹を中心に点灯し、厳冬の夜空を木々に
色づく灯りが温かく演出します。

開催中～
2月18日(火)

おびひろイルミネーション
プロジェクト

帯広市

JR帯広駅前

期間中、JR帯広駅前のシンボルツリー及び７本の街路樹
をライトアップします。

音更町十勝川温泉観光協会
TEL 0155-32-6633
http://www.tokachigawa.net/

更別村観光協会
0155-52-2211
https://www.sarabetsu.jp/sig
htseeing/event/illumination/
帯広市商工観光部
商業まちづくり課
0155-65-4164

開催中～
2月23日(日)

十勝川白鳥まつり「彩凛華®」

音更町

十勝が丘公園

・光と音のファンタジックショー・白銀の大地を疾走！
スノーラフティング（有料）・光の森を散策！スタンプ
ラリー（有料）・美しい光のトンネル、光の動物園・冬
の遊び場（凍るシャボン玉ほか）・暖かいアイスプロム
ナードでほっと一息（モールショコレ、モール豚フラン
クほか）そのほか、楽しいイベントも実施予定！

開催中～
2月29日(土)

サホロ湖冬期遊漁解禁

新得町

サホロ湖

サホロ湖でのワカサギ釣りが解禁となります。ルールを
守って安全な釣りをお楽しみください。遊漁時間：午前
７時から午後5時まで遊漁料:1日券500円、1漁期券
4,000円

新得町役場産業課観光振興係
0156-64-0522
http://www.shintokutown.jp/oshirase/1278/

開催中～
2月29日(土)

いらっしゃい“しんとく”
イルミネーション

新得町

ＪＲ新得駅前

道東・十勝の玄関口であるＪＲ新得駅前が幻想的なイル
ミネーションでお出迎えします。16時30分～24時00
分まで点灯。

新得町観光協会
0156-64-0522
https://www.shintoku-town.net/

開催中～
2月29日(土)
の土日祝のみ
(年末年始を除く)

おびひろ動物園冬期開園

帯広市

おびひろ動物園の令和元年度の冬期開園がスタートしま
す。11：00開園 14：00閉園 大人：420円、高校
生・高齢者（65歳以上）210円、中学生以下無料

0155-24-2437
https://www.city.obihiro.hokk
aido.jp/zoo/

開催中～
２月下旬
※気候により変
更となる可能性
あり
開催中～
2月下旬

TOKACHI ICE PARK

帯広市

おびひろ動物園

帯広市中心市街地に屋外スケートリンクを設営し、住民
帯広市駅北多目的広場 や観光客を対象としたスケート体験事業を行うととも
に、食や音楽のイベント等を実施します。

道の駅なかさつないをキラキラ輝くイルミネーションが
道の駅なかさつない
彩ります。今年はゲート型のイルミネーションを新設。
中札内村 道の駅なかさつない
イルミネーション
冬の思い出作りにお越しください。(点灯時間：毎日17
「ウィンターナイトガーデン」
時～20時)

TOKACHI ICE PARK
実行委員会
080-1880-9373
http://www.facebook.com/to
kachiicepark/
中札内村観光協会
0155-68-3390
http://kankounakasatsunai.com/

開催中～
3月８日(日)

新得山スキー場

新得町

新得山スキー場

市街地からすぐの所にあり、ゲレンデは小さな子供から
上級者まで楽しめます。また、山頂からの眺めは絶景
で、遠くには大雪山連峰を望みながら滑走ができます。

新得町教育委員会社会教育課
0156-64-0532
http://www.shintoku-town.jp/

開催中～
3月22日(日)

2020 しかりべつ湖コタン

鹿追町

然別湖

凍った然別湖の上に、期間限定で幻の村が出現します。
然別湖から切り出した透明度の高い氷と雪のみですべて
の建物が作られ、世界でもここにしかない氷上露天風呂
や氷のグラスでカクテルなどが楽しめます。

然別湖コタン実行委員会
0156-69-8181
http://www.kotan.jp/

開催中～
3月24日(火)

ばんえい競馬

帯広市

帯広競馬場

開催中〜
3月29日(日)
の土・日・祝日
※天候により
変動致します
※2月8日、9日
は開催場所の
変更あり

ぬかびらスノーバイクパーク

開催中～
3月31日

ぬかびら源泉郷
スキー場

11月～3月の
第3日曜日

自然館バックヤードツアー

帯広競馬場
最高１tもの重量となるソリをばん馬が曳いて、大きな障
0155-34-0825
害(坂)を乗り越える世界で唯一のレース。主に毎週土・
http://www.banei-keiba.or.jp/
日・月曜日に開催しております。

ぬかびら源泉郷にファットバイクで楽しむスノーバイク
パークが完成！山の斜度を活かしたダイナミックなコー
スを走ってみよう！※2/8・9は第38回ウインターバ
ルーンミーティング会場にてバイクパーク開催のため、
ぬかびら源泉郷スキー場のバイクパークはお休みです。
上士幌町 ぬかびら源泉郷スキー場 営業時間：１０時～日没まで 料金：15分500円
(ファットバイク/ヘルメット/保険料・消費税含む)30分
500円（ファットバイク持ち込みの方）※ぬかびら源泉
郷スキー場当日券提示の方限定※25分 500円(ファッ
トバイク/ヘルメット/保険料・消費税含む)、40分
500円(ファットバイク持ち込みの方)

上士幌町

ぬかびら源泉郷
スキー場

国内最上質のパウダースノーと評価の高い雪質、レンタ
ルスキー＆ウェアも充実したぬかびら源泉郷スキー場。
温泉まで徒歩数分の立地！ぜひ、スキーやスノーボード
を楽しみにいらしてください。リフト券:1日大人3,100
円、中学生2,000円、小学生1,000円

上士幌町

上士幌町糠平

ひがし大雪自然館の収蔵庫などを見学します。(各日2
回、10:00-11:00、14:00-15:00、予約不要、参加費
無料)

上士幌町観光協会
01564-7-7272

ぬかびら源泉郷スキー場
01564-4-2201

ひがし大雪自然館
01564-4-2323

月日(曜日)

イベント名

開催
市町村

開催場所

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）

3月7日(土)

バードコールを作ろう

音更町

十勝
エコロジーパーク

鳥を呼び寄せるアイテム“バードコール”をつくり、小
鳥たちを呼んでみよう。【場所】ビジターセンター【時
間】10:00～11:00【参加人数】15人【参加費】400
円【参加対象】小学生以上(小学３年生以下は保護者同伴)

十勝
エコロジーパーク

シロザケの人工飼育の様子を見学し、シロザケの生態を
学びます。【場所】ビジターセンター【時間】10:00～
12:00【参加人数】15人【参加費】500円【参加対
象】未就学児以上(小学３年生以下は保護者同伴)

十勝
エコロジーパーク

エコロジーパーク音楽ワークショップとスタジオレラで
音楽レッスンに通って参加した子ども達が演奏するコン
サート。【場所】オリエンテーション【時間】13:00～
15:00【参加費】無料

十勝
エコロジーパーク

作詞作曲家のクニ河内さんと一緒に音楽で遊びません
か？クニさんとセッションされたい方は！ご連絡下さ
い。【場所】ビジターセンター【時間】14:00～15:00
【参加費】無料【参加対象】0才～92才(クニ)まで

3月14日(土)

3月15日(日)

サケの稚魚を観察しよう

メロディーキッズコンサート

音更町

音更町

クニさん歌の広場
～春のピッカピカコンサート

音更町

3月25日(水)
3月26日(木)

春休みわくわく教室

帯広市

帯広市児童会館

①3月27日(金)
～4月3日(金)
②4月4日(土)～
4月10日(金)

帯広の森展示キャラバン

帯広市

①帯広市役所
１階市民ホール
②帯広の森
はぐくーむ

4月11日(土)

フワフワドーム
お掃除＆ＯＰＥＮ

音更町

十勝
エコロジーパーク

楽しいふわふわドーム！ふわふわドームは、雪の下で春
になるのを待っていました。みんなで、タオルで“ぴっ
かぴか”にお掃除しよう。【場所】ふわふわドーム【時
間】11:30～12:00【参加人数】制限なし【参加費】無
料【参加対象】未就学児以上

4月2９日(水)～
11月3日(火)

おびひろ動物園

帯広市

おびひろ動物園

開園期間中は、無休です。大型遊具も併設されておりま
すので、動物園での楽しい時間をお過ごしください。
開園時間：4月29日～9月30日(9:00～16:30)
10日1日～11月3日(9:30～16:00)

通年

十勝川温泉足湯

音更町

ガーデンスパ
十勝川温泉

ガーデンスパ十勝川温泉の足湯が無料でお楽しみいただ
けます。季節の移り変わりと共に、足湯はいかがでしょ
うか。*十勝が丘公園・ガイドセンター4/27(土)～
10/27(日) *ガーデンスパ十勝川温泉:通年

通年

里見が丘公園足湯

足寄町

里見が丘公園

直径10ｍ以上もあり、一度に100人程度が一度に利用で
きる管内随一の大きさの足湯。屋根があり通年で利用で
きます。遊具で疲れた足を癒すことができます。

3月20日(金)

3月25日と26日の2日間、春休みの子どもたちを対象に
した、楽しい実験や工作の教室を開催します。【時間】
13時～15時【事前申込】なし【参加料】無料
延長約11km、面積は約406.5haにも及ぶ広大な都市公
園「帯広の森」全域を、1/1300スケールの航空写真で
展示します。航空写真の上を実際に歩いて、帯広の森を
体感してみよう！帯広の森の歴史や森づくりの様子、森
での楽しみ方などに関するパネルも展示予定です。【時
間】①3/27(金)8:45～4/3(金)13:00 ②4/4(土)9:00
～4/10(金)13:00

問い合わせ先
電話番号/URL
十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

帯広市児童会館
0155-24-2434

帯広市みどりの課
0155-65-4186

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

おびひろ動物園
0155-24-2437
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/zoo/

十勝川温泉旅館組合
TEL 0155-46-2447
FAX 0155-46-2533

足寄町役場建設課
0156-25-2141

