十勝観光イベントガイド
令和2年９月～１１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

開催中～９月１３日（日）

特別企画展
カモ・１万キロの旅

９月５日（土）～9月27日（日）土・日・祝日

トカプチ雄大空間シーニックカフェ

９月６日（日）

エコパチャレンジ
「防災体験をしよう」

開催
市町村

帯広市

開催場所

百年記念館

音更町

十勝が丘展望台

音更町

十勝
エコロジーパーク

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）
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。

花時計ハナックを横目に、さらに坂を登った先にある十
勝が丘展望台シーニックカフェでは、日高山脈を背景に
1市3町が眺望でき、眼下には十勝川の雄大な流れと温
泉街・エコロジーパークが広がります。
１０：００～１５：００
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

問い合わせ先
電話番号/URL

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

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

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】
11:00～15:30【参加人数】制限なし【参加費】無料

百年記念館
0155－24－5352
ttp://museum-obihiro.jp/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）

９月２６日（土）

エコパ探検隊
「ととろーどをめざそう」

クニさん歌の広場

音更町

音更町

開催中～ ９月３０日(水)

サホロ湖夏期遊漁

新得町

10月1日（木）
～11月1日（水）

2020フードバレー
とかちマラソン
on the WEB

帯広市

十勝
エコロジーパーク

十勝
エコロジーパーク

新得町

サホロ湖

十勝管内を推奨

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）
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）

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。

毎年秋に開催されるフードバレーとかちマラソン。今年
は新型コロナウイルス感染症の影響によりスマートフォ
ンのアプリを利用しての開催となります。参加は無料。
詳しくは公式ＨＰ・ＳＮＳにてご確認ください。

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/
新得町産業課観光振興係
TEL 0156-64-0522
（FAX 0156-64-6464）
フードバレーとかちマラソン実行委員会事務局
（帯広市教育委員会スポーツ課内）
0155-65-4210
http://foodvalley-marathon.com

１０月１日（木）～１２月３１日（木）

知っトク新そばチケット

１０月１０日（土）

エコパ探検隊
「ドングリで遊ぼう」

１０月１０日（土）

クニさん歌の広場

新得町

音更町

音更町

１０月１０日（土）、１１日（日）、
１７日（土）、１８日（日）、２５日（日）

知っトク新そば食堂

新得町

10月12日（月）
～10月16日（金）

秋のリサイクル広場

帯広市

１０月１７日（土）
１０月１８日（日）

ボーイスカウト体験隊
「秋のキャンプ」

音更町

しんとく新そば祭りが中止となりましたが、新得の新そ
ばをより多くの方にお得に味わっていただきたいとの想
いから、3,000円分のそばチケット（500円券×6枚綴
新得町内のそば店舗 り）を2,000円で販売いたします。各店舗において限定
メニュー・特典サービスもご用意しておりますので、是
非この機会に新そばを堪能ください。詳しくは、町観光
協会ホームページをご参照ください。

十勝
エコロジーパーク

十勝
エコロジーパーク

エコパでドングリを拾い、ドングリを使ったかわいい作
品を作る。【場所】ビジターセンター【持ち物】汚れて
も良い服装、軍手、マスク【時間】10:00～12:00【参
加人数】15人【参加費】400円【参加対象】未就学児
以上※小学３年生以下は保護者同伴
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）

上記の「知っトク新そばチケット」の連動企画として、
１０月の１ヶ月間の土日限定で新得町内の手打ちそば愛
JR新得駅前
好団体による新そばを提供いたします。他にも、昨年度
チャレンジショップ のしんとく新そば祭りに出店した一般商店などによる物
販も行われます。詳しくは、町観光協会ホームページを
ご参照ください。

帯広市役所
１階市民ホール

十勝
エコロジーパーク

身近なことからごみの減量や資源化について学んでいた
だけるパネル展です。主催は消費者団体、福祉団体、廃
棄物処理関係団体などで構成する「秋のリサイクルまつ
り実行委員会」です。
【時間】10/12（月）10:00～10/16（金）15:00
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～翌日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）

しんとく新そば祭り実行委員会事務局
TEL 0156-64-0522
町観光協会ホームページURL:www.shintoku-town.net

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/

しんとく新そば祭り実行委員会事務局
TEL 0156-64-0522
町観光協会ホームページURL:www.shintoku-town.net

秋のリサイクルまつり実行委員会事務局
（帯広市清掃事業課）
0155-37-2311
十勝エコロジーパーク財団
０１５５－３２－６７８０
http://www.tokachi-ecopark.jp/

月日(曜日)

イベント名

開催
市町村

開催場所

10月18日（日）

帯広市アイヌ生活文化展

帯広市

帯広市生活館

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）

アイヌの伝統文化について触れることが出来るイベント
を開催します。参加費無料。

問い合わせ先
電話番号/URL

帯広市アイヌ生活文化展実行委員会
（事務局：帯広市地域福祉課内）
0155-65-4146
百年記念館

１０月２１日（水）
～１０月３１日（土）

陶芸サークル展

帯広市

百年記念館

百年記念館で活動している陶芸サークルの作品を展示し
ます。

0155－24－5352
ttp://museum-obihiro.jp/occm/

１０月２４日（土）

10月24日（土）～11月23日（月）

10/24（土）～1/3(日）

エコパ探検隊
「焼き芋おいしいぞ」

オータムフェスタin十勝川

広尾サンタランドイルミネーション

音更町

十勝
エコロジーパーク

集めた落葉を使ってサツマイモを焼き芋にし、試食す
る。【場所】ビジターセンター【持ち物】軍手、汚れて
も良い服装、マスク【時間】10:00～13:00【参加人
数】20人【参加費】小学生以上500円、未就学児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

音更町

カボチャをくり抜く「ジャックオーランタン作り」や十
勝ワインとチーズを楽しむ「ワインとチーズの夕べ」、
道の駅ガーデンスパ
音更町の特産品が当たる抽選会等を実施予定です。カボ
十勝川温泉
チャを使ったイルミネーションで会場を彩ります。
２０：００～２１：００

広尾町

園内の施設や樹木に約15万球のイルミネーションが灯
り幻想的な光に包まれます。願い事をしながら「サンタ
広尾町大丸山森林公園
の鐘」を鳴らしてみませんか。【時間】16:３0～
22:00

十勝エコロジーパーク財団
０１５５－３２－６７８０
http://www.tokachi-ecopark.jp/
音更町十勝川温泉観光協会
TEL

0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/
広尾町役場水産商工観光課
01558-2-0177
http://santaland.or.jp/
帯広のまつり推進委員会

10月31日（土）
～11月4日（水）

第5１回おびひろ菊まつり

帯広市

とかちプラザ

晩秋の帯広を彩るまつり。
菊の大輪が会場を埋め尽くします。

0155-22-8600

【十勝が丘公園】
【ガイドセンター】
開催中～10月25日（日）
【道の駅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、道の駅
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、道
の駅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

十勝
エコロジーパーク

エコパで遊んだ夏に感謝して、自転車の無料貸し出しや
グルメコーナー、イベントを楽しもう【場所】ビジター
センター【時間】10:00～15:00【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）

１１月７日（土）
１１月８日（日）

１１月７日（土）

夏ありがとうフェスタ

ボーイスカウト体験隊
「野外でおやつを作ろう」

音更町

音更町

十勝
エコロジーパーク

自分で作ったおやつを炭火で焼いてたべよう【場所】ビ
ジターセンター南側ウッドデッキ【時間】9:30～
10:45【参加人数】先着20人【参加費】200円【参加
対象】未就学児以上※小学４年生以下は保護者同伴

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

１１月７日（土）

開催中～11月8日(日)

１１月８日（日）

エコパ探検隊
「シロザケを知りたい」

フワフワドーム

フワフワドーム終了

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

音更町

十勝
エコロジーパーク

シロザケの人工授精を見学した後サケ料理を試食し、命
と食を学ぶ【場所】土のフォーリー【持ち物】マスク
【時間】11:00～13:00【参加人数】50人【参加費】
無料【参加対象】未就学児以上※小学３年生以下は保護
者同伴
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。
春から楽しませてくれたことをフワフワドームに感謝し
て、最後にみんなで雑巾がけをしよう【場所】フワフワ
ドーム【時間】掃除15:00～16:30【参加人数】制限な
し【参加費】無料

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
TEL 0155-32-6780
FAX 0155-32-6785
十勝エコロジーパーク財団
０１５５－３２－６７８０
http://www.tokachi-ecopark.jp/

１１月１４日（土）

１１月１４日（土）

１１月２１日（日）

開催中～
令和3年3月2１日(日)

クニさんミカちゃん
音作り・音探しワークショップ

クニさん歌の広場

エコパ探検隊
「手作りアイスを食べよう」

ばんえい競馬

音更町

音更町

音更町

帯広市

通年

十勝川温泉足湯

音更町

通年

里見が丘公園足湯

足寄町

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

帯広競馬場

作詞作曲家の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）
アイスの材料を容器に入れ、外でレクリエーションを兼
ねて容器を転がし、アイスを作って試食する。【場所】
土のフォーリー【持ち物】マスク【時間】10:00～
11:00【参加人数】10組【参加費】1組400円【参加
対象】未就学児以上（小学３年生以下は保護者同伴）
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。

道の駅ガーデンスパ十勝川温泉の足湯が無料でお楽しみ
道の駅ガーデンスパ
いただけます。季節の移り変わりと共に、足湯はいかが
十勝川温泉
でしょうか。

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。

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/
帯広競馬場
0155-34-0825
https://www.banei-keiba.or.jp/
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

