十勝観光イベントガイド
令和2年７月～９月

※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

6月27日(土)～ 7月26日(日)

「花風景」ハナックと花ロード

音更町

7月１日(水)～ ９月３０日(水)

サホロ湖夏期遊漁

新得町

7月4日(土)～ 7月19日(日)

モール温泉夢ボタル鑑賞会

音更町

7月4日（圡）

自然観察会「淡水魚編 in 糠平」

上士幌町

7月5日（日）

植物化石発掘＆観察会

上士幌町

７月５日（日）
７月１９日（日）
８月１６日（日）
８月３０日（日）
９月１３日（日）

エコパ蕎麦まつり

7月11日(土)
7月12日(日)

ボーイスカウト体験隊
「夏のキャンプ」

7月11日（圡）

音更町

開催場所

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）

十勝が丘公園/十勝川 毎年「花風景」と題して、色とりどりの花々がお客様を
温泉街一帯
おもてなしします。

新得町

サホロ湖

サホロ湖の魚釣りを解禁いたします。今年度より試験的
に無料で実施いたします。キャッチアンドリリースを
守って安全な魚釣りをお楽しみください。

モール温泉によって育ったヘイケボタル達の躍動が、十
十勝が丘公園ホタル
勝川温泉の短い夏を彩ります。驚きと感動を体験出来る
のせせらぎ
2週間です。

問い合わせ先
電話番号/URL

音更町十勝川温泉観光協会
TEL 0155-32-6633
（FAX兼）
新得町産業課観光振興係
TEL 0156-64-0522
（FAX 0156-64-6464）
音更町十勝川温泉観光協会
TEL 0155-32-6633
（FAX兼）

糠平湖で淡水魚を中心に観察します。【定 員】15名
【対 象】どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
ひがし大雪自然館周 【参加料】無料 【持ち物】たも網（ある方のみ） 【服 【お申込み/お問合せ】ひがし大雪自然館 TEL/FAX:
辺の糠平湖
01564-4-2323
装】野外活動に適した服装、長靴、マスク着用にご協力
ください。 【集合解散】ひがし大雪自然館 【予 約】
要予約
糠平湖で約200万年前の植物化石を観察します。 【定
員】20名 【対 象】参加費500円【持ち物】長靴、新
【お申込み/お問合せ】ひがし大雪自然館 TEL/FAX:
聞紙、移植ゴテ、ヘラなど 【服 装】野外活動に適し
糠平湖
01564-4-2323
た服装、マスク着用にご協力ください。 【集合解散】
集合ひがし大雪自然館、解散現地 【予 約】要予約

十勝
エコロジーパーク

手打ちそば愛好グループ「幕別男料理の会」が打ち立て
の「もりそば」「かけそば」「特選そば」を提供【場
所】土のフォーリー【時間】11:00～13:00【参加人
数】300食なくなり次第終了【参加費】もり・かけ
400円、特選500円

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

音更町

自然館講座2020
「夜行性鳥類の生態」：河村和洋 氏
上士幌町
（北海道大学大学院）

7月18日(土)

クニさん歌の広場

７月１８日（土）
８月２２日（土）

エコパ探検隊
「ザリガニを観察しよう」

十勝
エコロジーパーク

仲間と協力して１泊２日の野営体験【場所】プロジェク
トハウス【時間】10:00～翌11:00【参加人数】15人
【参加費】2,000円【参加対象】小学生（低学年は要
相談）

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

前半は座学、後半は野外に出かけて鳥類を観察します。
奮ってご参加ください。 【定員】20名 【対象】どな
ひがし大雪自然館、 たでも 【参加料】無料 【持ち物】飲み物、ライト 【服 【お申込み/お問合せ】ひがし大雪自然館 TEL/FAX:
糠平周辺（予定） 装】野外活動に適した服装、登山靴もしくは運動靴
01564-4-2323
【集合解散】ひがし大雪自然館 【予約】要予約

音更町

十勝
エコロジーパーク

音更町

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！ご連絡くださ
い。【場所】ビジターセンター【持ち物】好きな楽器
【時間】15:00～16:00【参加人数】制限なし【参加
費】無料【参加対象】0歳から92歳（クニ）まで
ザリガニ観察をとおして、水生生物の生態を学ぶ。【場
所】ビジターセンター【持ち物】動きやすく、汚れても
良い服装マスク【時間】10:00～11:30【参加人数】
１５人【参加費】300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財団
0155-32-6780
http://www.tokachi-ecopark.jp/

０１５５－３２－６７８０
http://www.tokachi-ecopark.jp/
http://www.tokachi-ecopark.jp/

７月２３日（木）
７月２４日（金）
７月２５日（土）
７月２６日（日）

エコパリサイクルフリーマーケット

７月２５日（土）

エコパ探検隊
「虫を観察しよう」

音更町

音更町

十勝
エコロジーパーク

十勝
エコロジーパーク

家庭で不要になったものをリサイクルしよう。【場所】
ビジターセンター南側広場【時間】9:30～15:00【参
加人数】20組【参加費】500円 1区画/日【参加対
象】高校生以上（高校生は保護者同伴）
エコパで昆虫を捕まえ、観察しよう。【持ち物】虫網、
虫かご、マスク【時間】10:00～11:30【参加人数】
15人【参加費】300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/

7月25日（土）・26日（日）

8月1日（土）・2日（日）

8月1日（土）
8月2日（日）

８月上旬

よるの動物園

よるの動物園

帯広市

帯広市

新型コロナウイルスに負けな
い！
「森林散策会」

浦幌町

十勝牧場公開デー2020

音更町

おびひろ動物園

おびひろ動物園

開園時間を夜９時まで延長します。
普段は見られない夜行性の動物の姿が見ることができま
す。
開園時間を夜９時まで延長します。
普段は見られない夜の動物達の様子をご覧いただけま
す。

ストレス解消や免疫力アップに向け、森の中でリフレッ
三井物産の森「石井山
シュしませんか。現地集合・解散【時間】10:00～
林」
12:00【参加人数】家族・友人等１組5名以下の４組程
道有林「太古の杜」
度/回【参加費】無料

小中学生を対象とした家畜基地探検や獣医師体験（要事
（独）家畜改良セン 前予約）のほか、羊毛を用いたマスコット作り、牧場内
ター十勝牧場内
を巡るバスツアーなどのイベントを用意して皆さまのご
来場をお待ちしております。

おびひろ動物園
0155-24-2437
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/zoo/
おびひろ動物園
0155-24-2437
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/zoo/
十勝総合振興局森林室
TEL 015-576-2165
http://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm

家畜改良センター十勝牧場
TEL 0155-44-2131

８月１日（土）
８月２日（日）

エコパ歳時記
「七夕まつり」

音更町

十勝
エコロジーパーク

北海道の七夕まつり（8月7日）に因んだイベント七夕
飾り、グルメ・物販コーナー等【場所】ビジターセン
ター【時間】9:30～19:00【参加費】一部有料

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

８月２日（日）

エコパ蕎麦まつり

音更町

十勝
エコロジーパーク

手打ちそば愛好グループ「芽室そば研究会」が打ち立て
の「もりそば」「かけそば」「特選そば」を提供【場
所】土のフォーリー【時間】11:00～13:00【参加人
数】300食なくなり次第終了【参加費】もり・かけ
400円、特選500円

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

８月８日（土）～９月１３日（日）

特別企画展
カモ・１万キロの旅

帯広市

百年記念館

十勝の調査でわかったカモ科鳥類の渡りを中心に、分類
や生態をふくめて紹介します。
※状況により中止となる可能性がございます。開催につ
きましては、ホームページにてお知らせいたしますの
で、ご確認ください。

百年記念館
0155－24－5352
http://museum-obihiro/occm/

月日(曜日)

イベント名

開催
市町村

開催場所

８月８日（土）
８月９日（日）
８月１０日（月）

エコパリサイクルフリーマーケット

音更町

十勝
エコロジーパーク

８月9日（日）

十勝夏祭り＆
HKSハイパーミーティング

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）
家庭で不要になったものをリサイクルしよう。【場所】
ビジターセンター南側広場【時間】9:30～15:00【参
加人数】20組【参加費】500円1区画/日【参加対象】
高校生以上（高校生は保護者同伴）

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/
十勝スピードウェイ

更別村

十勝スピードウェイ

北海道で一番大きなサーキットのお祭り。サーキットグ
リップ走行やRCイベントなどを開催する予定です。

0155-52-3910
http://tokachi.msf.ne.jp

８月１５日（土）

８月１５日（土）
９月２６日（土）

８月１５日（土）
８月１６日（日）

８月２９日（土）

クニさんミカちゃん
音つくり・音探しワークショップ

クニさん歌の広場

森の宝箱
「クラフト編」

エコパ探検隊
「豊作だ収穫しよう」

音更町

音更町

音更町

音更町

十勝
エコロジーパーク

十勝
エコロジーパーク

十勝
エコロジーパーク

十勝
エコロジーパーク

作詞作曲家クニ河内さんと歌って踊れるマリンバ奏者の
ミカちゃんと、一緒に楽しい音楽に触れてみませんか?
※親子歓迎【場所】オリエンテーションルーム【時間】
13:30～14:30【参加人数】20人【参加費】500円
【参加対象】未就学児以上
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【持ち物】好きな楽器
【時間】15:00～16:00【参加人数】制限なし【参加
費】無料【参加対象】0歳から92歳（クニ歳）
十勝在住の作家さんたちの指導で、クラフト体験をしよ
う【場所】ビジターセンター【時間】10:00～16:00
【参加人数】各20人（参加人数は準備した材料によ
る）【参加費】300円～500円
子どもたちが春に蒔いた野菜を収穫して、おいしくいた
だこう【場所】プロジェクトハウス【持ち物】動きやす
く、汚れても良い服装【時間】10:00～13:00【参加
人数】20人【参加費】300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/
十勝スピードウェイ

８月30日（日）

全日本ママチャリ耐久レース

更別村

十勝スピードウェイ

FIA公認の本格的なサーキットコースを駆け抜けるママ
チャリレースです。

0155-52-3910
http://tokachi.msf.ne.jp

９月６日（日）

エコパチャレンジ
「防災体験をしよう」

音更町

十勝
エコロジーパーク

遊びを通して「野外力」をきたえ、災害に備えよう【場
所】ビジターセンター【時間】10:00～15:00【参加
人数】制限なし【参加費】無料【参加対象】未就学児以
上

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

９月６日（日）

ボーイスカウト体験隊
「災害時の簡単ご飯炊き」

音更町

十勝
エコロジーパーク

災害時に便利なポリ袋を使った簡単炊飯を体験しよう
【場所】ビジターセンター【時間】10:00～13:00
【参加人数】材料がなくなるまで【参加費】無料【参加
対象】未就学児以上

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

９月１９日（土）
９月２０日（日）
９月２１日（月）
９月２２日（火）

エコパリサイクルフリーマーケット

９月２０日（日）～１０月１１日
（日）

収蔵美術作品展
「現代書展 書は何を見つめてきた
か」

９月２０日（日）

音更町

十勝
エコロジーパーク

家庭で不要になったものをリサイクルしよう。【場所】
ビジターセンター南側広場【時間】9：30～15：00
【参加人数】20組【参加費】500円１区画/日【参加
対象】高校生以上（高校生は保護者同伴）

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

エコパ☆サウンドピクニック

帯広市

音更町

百年記念館

十勝
エコロジーパーク

比田井天来や長沼透石など現代作家の作品を紹介しま
す。
※状況により中止となる可能性がございます。開催につ
きましては、ホームページにてお知らせいたしますの
で、ご確認ください。
主に十勝管内で活躍するバンドによるフェスティバル
【場所】ビジターセンター南側ウッドデッキ【時間】
10：00～15：00【参加人数】制限なし【参加費】無
料

百年記念館
0155－24－5352
http://museum-obihiro/occm/
十勝エコロジーパーク財団
０１５５－３２－６７８０
http://www.tokachi-ecopark.jp/

９月２６日（土）

エコパ探検隊
「ととろーどをめざそう」

音更町

十勝
エコロジーパーク

ビジターセンターから千代田堰堤・中島を通り、とと
ろーどまで散策する。ととろーどにて魚の遡上観察を行
い、昼食後ビジターセンターに戻る。（お弁当付き、帰
りは車でお迎え）【持ち物】天候に応じた服装、歩きや
すい靴、飲み物【時間】9:30～13:00【参加費】小学
生以上800円、未就学児500円（昼食代込）【参加人
数】15人【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財団
０１５５－３２－６７８０
http://www.tokachi-ecopark.jp/

【十勝が丘公園】
【ガイドセンター】
開催中～10月25日（日）
【ガーデンスパ十勝川温泉】通年

十勝川温泉足湯めぐり

音更町

十勝が丘公園、十勝
川温泉観光ガイドセ
ンター南側、ガーデ
ンスパ十勝川温泉

十勝が丘公園、十勝川温泉観光ガイドセンター南側、
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ともに、足湯めぐりはいか
がでしょうか。

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

開催中～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：６月１日～9月30日(9:00～16:30)
10日1日～11月3日(9:30～16:00)

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

開催中～１１月上旬

とよころ物産直売所OPEN

豊頃町

豊頃町茂岩新和町
(国道38号線沿い)

地元で採れた新鮮な野菜や豆類、魚介類などの特産品が
ずらりと並びます。
営業時間 午前9時～午後5時
営業日 毎週金・土・日

090-9750-0335
とよころ物産直売所
015-578-7202
(ココロコテラス)

開催中～11月8日（日）

フワフワドームOPEN

音更町

十勝エコロジーパーク

子どもや大人にも大人気のフワフワドーム。空高く跳ね
たり、転がったり、滑ったりと夏シーズンを楽しませて
くれる巨大な「フワフワドーム」のお掃除を4月11日
11：30から行い、12:00にオープンします。

十勝エコロジーパーク財団
TEL 0155-32-6780
FAX 0155-32-6785

開催中～
令和3年3月2１日(日)

ばんえい競馬

帯広市

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
障害（坂）を乗り越える世界で唯一のレース。主に毎週
土・日・月曜日に開催しております。

0155-34-0825

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

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。

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。

帯広競馬場

https://www.banei-keiba.or.jp/

