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

平成31年1～3月

開催場所

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）

十勝
エコロジーパーク

世界にたった一つだけの作品つくり…冬をイメージした
クラフト作りや冬休みの工作も作れます。「森の宝箱
クラフトTeamりりほ編」は、パステルアートりりほ教室
さんの協力をいただいています。【時間】10:00-16:00
【参加費】1作品500円～※内容によって金額が違いま
す。【参加対象】小学生以上

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

1月4日(金)
1月5日(土)

森の宝物
クラフトTeamりりほ編

音更町

1月5日(土)

「道の駅ピア21しほろ」
大新春まつり2019

士幌町

道の駅
ピア21しほろ

1月6日(日)

冬休みわくわく教室

帯広市

帯広市児童会館

1月6日(日)～
1月13日(日)

2019IIHF女子U18
アイスホッケー世界選手権

帯広市

帯広の森
アイスアリーナ、
帯広の森
スポーツセンター

女子の18歳以下によるアイスホッケーの世界選手権で
す。トップディビジョンクラスの大会は日本初開催とな
ります。

03-3481-2404
日本アイスホッケー連盟

1月10日(木)～
2月28日(木)

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/

1月上旬～
3月初旬

糠平湖ワカサギ釣り

上士幌町

糠平湖

1月12日(土)～
2月3日(日)

ロビー展「十勝・帯広
むかしの絵はがき展２」

帯広市

百年記念館

1月12日(土)
1月19日(土)
1月26日(土)
2月2日(土)
2月9日(土)
2月16日(土)

初心者向け
「歩くスキー講習会」

音更町

十勝
エコロジーパーク

全道庁退職者会歩くスキー同好会の指導による、初心者
向け歩くスキー講習会！【時間】10:00-11:30【参加
費】300円（※スキーレンタルは1式300円）【参加対
象】小学生高学年以上【参加人数】10人【持ち物】野外
でも寒くない服装、防寒用具、手袋、帽子、タオル
屋外では大人も子供も楽しめる【雪中宝探し】、町内の
小学生がそりを引っ張る【ばん馬そり】がお祭りを盛り
上げます。屋内では暖かい食べ物や縁日ブースで趣向を
凝らしたゲームが楽しめます。入場無料。10時～13時。

1月13日(日)

1月18日(金)～
2月3日(日)

1月19日(土)～
1月20日(日)

平成31年は1月5日(土)から営業します。初売りに合わせ
て福袋や特別メニューの販売、おしるこの無料提供や
ゲーム大会など皆さまに楽しんでいただけるイベントを
開催します。
冬休みの子どもたちを対象にした、楽しい実験や工作な
どの教室を開催します。〔時間〕10時～15時〔事前申
込〕無し〔参加料〕無料

糠平湖でのワカサギ釣りが楽しめます。ルールを守って
安全な釣りをお楽しみください。1日券：600円、年間券
5,000円
観光絵はがきや、記念事業の際に発行された絵はがきか
ら、十勝・帯広の歴史を振り返ります。入場無料。9:00
～17:30

しみずしゃっこい祭

清水町

屋外：清水町
体育館前
パークゴルフ場
屋内：清水町農業
研修会館

第37回

帯広市

百年記念館

十勝に在住する皆さんの美術作品の公募展です。9:30～
17:00

十勝
エコロジーパーク

冬ならではの遊び「雪だるまづくり」。親子や仲間と協
力し、アイデアいっぱいのユニークな雪だるまを作ろ
う。※上位入賞で商品券が当たる親子雪だるまコンテス
トの審査発表は、1月20日(日)に行われる「エコパ冬まつ
り」で発表されます。【開催時間】1月19日 10:00～
16:00 1月20日 9:00～11:30※エコパ冬まつり内
容は未定です。
作詞作曲家のクニ河内さんと一緒に！エコパで遊びませ
んか？音の出るものを持ってくると一緒に音作りを楽し
めちゃいます。【時間】14:00-15:00 【参加費】無料
[持ち物]音の出るもの 【場所】インドアガーデン【参加
対象】0才～92才(クニ)まで

郷土美術展

第12回
親子雪だるまコンテスト

音更町

1月19日(土)
2月24日(日)

クニさんの歌広場

音更町

十勝
エコロジーパーク

1月19日(土)

第37回子ども冬まつり
（主催：上士幌町少年会
育成委員連絡協議会）

上士幌
町

認定こども園
北側町有地
（旧高校跡地）

巨大滑り台やスノーラフティング体験をはじめ、多くの
イベントやアトラクションがあります。また、ホットミ
ルクや町内で採れたなめこの味噌汁の無料提供もあり、
心も身体も暖まること間違いなし！上士幌の冬の恒例イ
ベントをぜひお楽しみください。

1月20日(日)

2019
エコパ冬まつり

音更町

十勝
エコロジーパーク

家族や仲間で冬を楽しめるイベント開催。雪中かるたや
お楽しみ福まき、美味しくて温かい食べ物、素敵な音楽
を聴くことができたりする等、たっぷり冬を満喫。【時
間】9:00-14:30【入場】無料

ひがし大雪自然館

普段は入れない、ひがし大雪自然館のバックヤードを見
ることのできるツアー！普段はスタッフしか入ることの
できない収蔵室などを案内します。自然館の裏側を知る
ことのできる絶好のチャンスです。日時：11月～3月第3
日曜日 1回目10時～11時 2回目14時～15時 参加
無料・予約不要

1月20日(日)
2月17日(日)
3月17日(日)

ひがし大雪自然館
バックヤードツアー

上士幌町

1月26日(土)～
2月24日(日)

十勝川白鳥まつり「彩凛華」

音更町

十勝が丘公園

1月26日(土)
2月9日(土)

エコパ探検隊
「足跡見つけたい」

音更町

十勝
エコロジーパーク

http://www.tokachi-ecopark.jp/

道の駅ピア２１しほろ
01564-5-3940
http://shihoroinfo.com/
帯広市児童会館
0155-24-2434

上士幌町役場商工観光課
01564-2-2111
百年記念館
0155-24-5352

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

清水町商工会青年部
0156-62-2208

百年記念館
0155-24-5352

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/

上士幌町教育委員会生涯学習課
01564-2-3024

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

ひがし大雪自然館
01564-4-2323

・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
音更町十勝川温泉観光協会
の遊び場（すべり台、凍るシャボン玉ほか）・暖かいア
0155-32-6633
イスプロムナードでほっと一息（モールショコレ、モー
http://www.tokachigawa.net/
ル豚フランクほか）そのほか、楽しいイベントも実施予
定！
スノーシューをはいてエコパ内をゆっくり散策し、雪原
の動物の足跡探しをしながら自然観察。【時間】9:45十勝エコロジーパーク財団
12:00【参加費】1人500円（小学3年生以下は300
0155-32-6780
円）【参加人数】20人【参加対象】未就学児～大人（小
http://www.tokachi-ecopark.jp/
学3年生以下は保護者同伴）【服装】天候に応じた服装・
手袋

月日(曜日)

イベント名

1月26日(土)
2月2日(土)
2月9日(土)
2月16日(土)
2月23日(土)

ナイト★カフェ

1月26日(土)～
3月21日(木)

2019しかりべつ湖コタン

1月26日(土)

ほんべつ豆まかナイト

1月26日(土)

URAHORO 120th
anniversary
うらほろ冬花火

1月27日(日)

エコパ歳時記
「みんな集まれ豆まき会」

開催
市町村

音更町

鹿追町

本別町

浦幌町

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
エコロジーパーク

夜のエコパへようこそ！週末土曜日にリラックスヨガや
音楽を楽しみませんか？ 1月26日(土)リラックスＹＯＧ
Ａ ホシナサオリ【時間】19:30-21:00【参加費】1人
1,500円(アフタヌーンカフェ付)【参加人数】20人【持
ち物】ヨガのできる服装・お水、ブランケット(大きめの
タオル可)、ヨガマット(レンタル可※数に限りあり)2月
2.9.16.23日(土)リラックス及びリズミカルな生音楽等
【時間】17：00-20：00頃※出演者は随時HP及び
facebookでお知らせします。

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。

しかりべつ湖コタン実行委員会
0156-69-8181
https://kotan.jp/

本別町体育館

「ほんべつ豆まかナイト」は日本古来の伝統行事「豆ま
き」と豆の町のＰＲを複合させた新しいイベントです。
「豆風呂」、「豆祈祷」「豆浴び」等楽しいイベントが
盛りだくさん。特に様々な鬼たちが出現する「”激”豆
まき！」は大好評です。日本一の豆の町にふさわしく
「豆」づくしな楽しい一日を過ごすことができます。

本別町商工会
0156-22-2529
https://www.town.honbetsu.
hhokkaido.jp/tour/event.html

浦幌町民球場

平成31年に迎える、開町120年をお祝いし
「URAHORO 120th anniversary うらほろ冬花火」を
開催します。約6,000発を打上げ、冬の澄んだ浦幌町の
夜空を鮮やかに彩ります。〈開催時間〉18:45～（荒天
順延）〈開催場所〉浦幌町民球場

十勝
エコロジーパーク

室内では工作やオニさんとじゃんけん等を行い、屋外で
は豆まき（午前11時30分）を行います。※工作に参加し
た子どもはスノーラフト無料体験付【時間】10:0015:00【参加費】1作品500円～※内容によって金額が
違います。【工作参加対象】就学前～※就学前のお子さ
んは保護者と参加して下さい。

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/

浦幌町観光協会
015-576-2181

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

広尾漁業協同組合食品部

1月27日(日)
2月24日(日)
3月24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)

毎月第4日曜日は「魚の日」。サケやししゃも、昆布やふ
01558-2-3202
http://www.pref.hokkaido.lg.j
のりなど、今が旬のおいしい海の幸を販売しています。
p/sr/ske/osazu/oz06gok/go
10:00～11:00
k032.htm

1月27日(日)

しゃっこいフェス2019

浦幌町

健康公園

子ども達の声から実現した、今年で５回目を迎えるイベ
ント。冬ならではの楽しいイベントを実施予定。〈開催
時間〉10:00～14:00

1月31日(木)～
2月5日(火)

アイヌ伝統工芸展

帯広市

帯広市民ギャラリー

アイヌ民族の木彫や刺しゅう、織物など、伝統工芸品の
展示を行います。【入場料：無料】

帯広市アイヌ生活文化展
実行委員会
0155－65－4146

2月1日(金)～
2月3日(日)

第56回
おびひろ氷まつり

帯広市

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。

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/

音更町

十勝
エコロジーパーク

【大人限定】スノーシューを履いてエコパ園内をゆっく
り散策し、冬の景色を楽しむ。帰りはスノーラフトツ
アーで帰ってくる。【時間】9:45-12:00【参加費】一
人1,000円【参加人数】15人【参加対象】高校生以上
【服装】天候に応じた服装・手袋
アイスキャンドルで幻想的な一夜を演出する「ステラ★
ほんべつ」冬あかり。来場者も一緒に楽しめる多彩な催
しも予定されています。

道の駅「ステラ★ほんべつ」
0156-22-5819
https://www.town.honbetsu.
hokkaido.jp/news/post.609.h
tml

足寄町の森林資源であるカラマツ材を活用したウッド
キャンドルやアイスキャンドルを点灯します。子供滑り
台ｍ炎で焼くマシュマロ体験や豚汁販売などを予定。

NPO法人あしょろ観光協会
0156-25-6131
http://ashoro-kanko.jp/

2月2日(土)
2月16日(土)

サンポカフェ

2月2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2日(土)

第8回
ウッドキャンドルナイト

足寄町

道の駅あしょろ
銀河ホール２１

2月2日(土)～
2月3日(日)

第38回
しばれフェスティバル

陸別町

イベント広場

帯広市

帯広市児童会館

2月3日(日)

児童会館

冬まつり

日本一寒い町陸別町で極寒を耐寒してみませんか？様々
なアトラクションやステージショー、お笑いライブなど
２日間にわたって子どもから大人まで楽しめる企画が盛
りだくさん！
第56回帯広氷まつりに協賛して、工作教室や科学実験教
室を開催します。【開催時間】10:00～15:00【参加費
用】無料

冬のイベント実行委員会
015-576-7180

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

実行委員会
0156-27-3990
http://shibare.com
帯広市児童会館
0155-24-2434

2月8日(金)～
3月3日(日)

ロビー展「ひな人形展」

帯広市

百年記念館

当館所蔵のひな人形を展示します。入場無料。9:00～
17:30

百年記念館
0155-24-5352

2月9日(土)～
3月3日(日)

ロビー展
「デッサン教室作品展」

帯広市

百年記念館

「楽しくデッサン教室」受講生の作品を展示します。入
場無料。9:00～17:30

百年記念館
0155-24-5352

2月9日(土)
2月10日(日)

上士幌ウインター
バルーンミーティング

上士幌町

上士幌航空公園

2月14日(木)

開催中～
2月14日(木)

第29回氷灯夜

ときめきイルミネーション

芽室町

更別村

青い空・白一色の大地・気温氷点下20℃という北海道十
勝ならではの環境。ダイヤモンドダストの中でのフライ
トをお楽しみください。【熱気球の体験搭乗あり(有料)】

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
間「氷灯夜」を開催しております。カップルはもちろ
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
る内容を企画、用意しております。冬の花火もとてもき
れいです。【開会時間（予定）】15:00～20:30（花火
は19:50～20:00）
鮮やかな約40,000球の光が華やかに村内を彩るイルミ
ネーション。初日は点灯式を実施し、来場者と一緒に点
更別村農村公園周辺
灯までのカウントダウンを行います。たくさんの木々に
色づく灯りが厳冬の夜空を温かく演出します。

上士幌町役場商工観光課
01564-2-2111

芽室町
商工観光課観光物産係
0155-62-9736
s-kankou@memuro.net

更別村観光協会
0155-52-2211
https://www.sarabetsu.jp/sig
htseeing/event/illumination/

月日(曜日)

イベント名

開催
市町村

開催場所

2月17日(日)

第36回
忠類ナウマン全道そり大会

幕別町

白銀台スキー場
特設会場

ダンボール製のオリジナルそりで滑走し、そり本体の出
来栄えと滑走タイム競う大会。「グッドデザイン賞」と
「スピード賞」の２部門を審査します。(一回の滑走でそ
りの審査とタイムの測定を同時に行います。)

幕別町商工会忠類支所
01558-8-2141
幕別町忠類総合支所地域振興課
01558-8-2111

開催中～
2月19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。初日はJR帯広駅前で点灯式、駅
前から藤丸までちびっこサンタのパレード等を行いま
す。

帯広市商工観光部
商業まちづくり課
0155-65-4164

2月23日(土)
3月16日(土)

メロディキッズワークショップ
～クニさん・ミカちゃん
音楽レッスン～

音更町

十勝
エコロジーパーク

クニさん・ミカちゃん音楽レッスンを楽しく受けてみま
せんか？【時間】13:00-13:50 小学6年生～中学生
14:00-14:45 小学2年生～小学5年生15:00-15:45
３歳児～小学1年生【参加費】1回1人500円【参加人
数】各10人

おびひろ動物園冬期開園

帯広市

開催中～
2月24日(日)
土日祝のみ

おびひろ動物園

※年末年始を除く

開催中～
2月28日(木)

おびひろスイーツ
フォトコンテスト

帯広市

帯広市

開催中～
2月28日(木)

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

開催中～
2月下旬

帯広夢あかりアートの街

帯広市

ＪＲ帯広駅
北多目的広場

開催中～
2月下旬

中札内村イルミネーション

開催中～
2月下旬

豊頃町茂岩
イルミネーション

3月1日(金)～
3月21日(木)

2019

然別湖冬期遊漁

中札内村 道の駅なかさつない
豊頃町

茂岩本町
ポケットパーク

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

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

おびひろ動物園の平成30年度の冬期開園がスタートしま
0155-24-2437
す。11:00開園 14:00閉園 大人：420円、高校生・ http://www.city.obihiro.hokkai
高齢者（65歳以上）210円、中学生以下無料
do.jp/zoo/
帯広市内で販売されているスイーツをインスタグラムで
投稿すると豪華景品が当たるフォトコンテストを実施
中。応募方法・規約等詳細については市ホームページを
ご覧ください。
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。
イルミネーションの点灯とそれに伴うイベントの実施。
また期間中はアイスリンクを併設します。

帯広市観光課
0155-65-4169
https://www.city.obihiro.hokk
aido.jp/shoukoukankoubu/ka
nkouka/sweets_producer/sw
eets-insta.html
新得町観光協会
0156-64-0522
https://www.shintoku-town.net/

帯広市観光課
0155-65-4169

道の駅なかさつないが「花と雪とアート」をテーマに幻
想的なイルミネーションで彩られます。

中札内村観光協会
0155-68-3390

茂岩市街にあるポケットパーク公園に幻想的なイルミ
ネーションでお迎えします。22時00分まで点灯。

豊頃町商工会
015-574-2206

鹿追町

然別湖

期間限定で然別湖での遊漁が解禁となります。人数は１
日２０人までとなっており、予約が必要となります。
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：13:00～16:00 料金：大人1,360円 中学生以下
340円(中学生以下は保護者同伴)

然別湖ネイチャーセンター
0156-69-8181

3月2日(土)～
3月24日(日)

企画展「新着資料展」

帯広市

百年記念館

平成30年度に当館が新たに収集した資料を中心に展示し
ます。入場無料。10:00～16:00

百年記念館
0155-24-5352

開催中～
3月24日(日)

ばんえい競馬

帯広市

帯広競馬場

最高１tもの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。

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

3月26日(火)
3月27日(水)

春休みわくわく教室

帯広市

帯広市児童会館

3月26日と27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

帯広市児童会館
0155-24-2434

音更町

十勝
エコロジーパーク

冬の自然を満喫、雪が降ったら遊ぶこと満載。自然を体
全部で感じながら楽しめる。【時間】9:00－17:00【メ
ニュー】●クロスカントリーレンタル・2時間300円・4
時間500円・1日700円 ※スキー靴サイズ20.5cm28.5cm●スノーシューレンタル・2時間300円・4時間
500円・1日700円※貸出し対象は小学生以上●スノー
チューブ・1人1時間300円・親子用1時間500円●ス
ノーラフトツアー◎エコパ平原コース・小学生以下200
円・中学生300円・大人500円◎エコパ森林コース・小
学生以下300円・中学生400円・大人600円【期間中大
きなイベント】第12回親子雪だるまコンテスト●制作日
平成30年1月19日(土)●コンテスト平成30年1月20日
(日)※2019エコパ冬まつりで発表
「源泉かけ流し」の温泉宿の多いぬかびら源泉郷のすぐ
のところにあり、小さな子供から上級者まで楽しめるゲ
レンデのあるぬかびら源泉郷スキー場！大雪山の美しい
風景を眺めながらのスキーは最高です。年末までお得な
前売りクーポンも絶賛販売中！

上士幌町観光協会
01564-7-7272

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。 *ガーデンスパ十勝川温泉:通年

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

開催中～
3月31日(日)

ウインターフェスinエコパ

開催中～
3月31日(日)予定

ぬかびら源泉郷
スキー場ＯＰＥＮ

上士幌町

ぬかびら源泉郷
スキー場

通年

十勝川温泉足湯

音更町

ガーデンスパ
十勝川温泉

未定

豆資料館工作教室

中札内村

道の駅なかさつない 豆を使った工作教室を開催！（予定）詳細は豆資料館HP
豆資料館内
をご覧ください

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

豆資料館
0155-68-3390
http://www.tokachi-amuse.jp/center/mamecenter/

