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。
開催
市町村

令和元年8～10月

開催場所

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

上士幌町

上士幌町字
ぬかびら源泉郷

みんなで虫と採集して、標本を作ってみよう！【定員】
15名【対象】どなたでも【参加料】500円【服装】野外
活動に適した服装【持ち物】捕虫網(ある方)【集合解散】
ひがし大雪自然館【予約】要予約【その他】雨天時は
「標本作り」のみ実施

ひがし大雪自然館
01564-4-2323

この日だけ特別に、夜の自然館を楽しめます！ライト
アップトラップでいろいろな虫を観察してみよう！【定
員】なし【対象】どなたでも【参加料】無料【服装】肌
の露出の少ない服装【集合解散】ひがし大雪自然館【予
約】不要【その他】雨天時は「夜の自然館」のみ実施

ひがし大雪自然館
01564-4-2323

月日(曜日)

イベント名

8月1日(木)～
8月4日(日)

むしむしWEEK2019
「昆虫採集と標本作り」

8月1日(木)～
8月4日(日)

むしむしWEEK2019
「ライトトラップ＆夜の自然
館」

上士幌町

上士幌町字
ぬかびら源泉郷

8月1日(木)

2019畜産試験場
公開デー

新得町

道総研畜産試験場
新得町字
新得西5線39

年に1度の一般公開。ミニセミナー、場内バス参観、畜
試産牛肉・豚肉の試食の他、小学生対象の獣医師体験な
ど。獣医師体験は7月24日までにお申し込みください。
開催時間は10:00～14:00(雨天決行)。

畜産試験場総務課
0156-64-0616
http://www.hro.or.jp/list/agri
cultural/research/sintoku/ind
ex.html

8月3日(土)
予定(雨天順延)

音更町商工会
夏まつり納涼花火大会

音更町

音更町新通会館
特設会場

縁日、ステージショー、花火大会、ビアガーデンなどが
行われます。花火大会では土地も平坦なことから、身近
に花火が見られ迫力満点。約1,000発の花火が夜空を彩
り、見ている人たちの目を楽しませます。
15:00～20:30

音更町商工会
TEL 0155-42-2246
FAX 0155-42-2254

8月3日(土)
8月4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

8月3日(土)

中札内
花咲くコンサート2019

中札内村

六花の森

8月3日(土)
荒天時は
翌日に順延

第64回十勝港まつり
第31回十勝港海上花火大会

広尾町

十勝港第4埠頭
広尾町会所前6丁目

8月4日(日)

七夕yoga

音更町

十勝
エコロジーパーク

8月4日(日)

エコパ蕎麦祭り

音更町

十勝
エコロジーパーク

七夕飾り、グルメ・物販コーナー等【時間】10:00～
16:00【参加費】一部有料
六花の森で開催する毎年人気のコンサート。今年は大黒
摩季さん、松崎しげるさん、半崎美子さんをお迎えしま
す。チケット〔前売り〕4,000円〔当日〕4,500円
12時開場 13時30分開演 16時終演予定
十勝で唯一港を舞台に開催される海上花火大会。海面に
咲く華やかな水中花火など見ごたえがあります。巡視船
「とかち」一般公開やポートバザールのほか、ステージ
イベントが盛りだくさんです。12:00～21:00（花火大
会は19:30～）
わかりやすく丁寧な指導に定評があり、笑顔と癒しのボ
イスが魅力ある講師のホシナさんと七夕の夜に、ココロ
もカラダもリフレッシュしませんか？（中学生以上は運
動後の飲み物、七夕のお楽しみ付）、小学生以下は七夕
のお楽しみ付）※数に限りがありますがヨガマットのレ
ンタル@100円【持ち物】ヨガの出来る服装、タオル、
お水、ヨガマット【時間】19:30～21:00【参加費】中
学生以上 1,500円小学生以下300円
「芽室そば研究会が提供する」手打ち蕎麦の愛好家グ
ループが、地場産原材料にこだわり、自慢のお蕎麦を提
供。【時間】11:00～13:頃 【場所】土のフォーリー
もり・かけそば400円、特選かき揚げそば500円 合わ
せて毎回300食

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

中札内花咲くコンサート
実行委員会
0155-67-2491
広尾町水産商工観光課
01558-2-0177(月～金)
01558-2-2111(土日祝)
http://www.town.hiroo.lg.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/

新得町開拓１２０周年を記念して、1,200人で1,200杯
のそばを同時に食べる日本一記録にチャレンジ！参加者
全員に「半生そば1袋」プレゼント！参加費：無料
受付：8:00～※事前申し込みが必要です
産直市場十勝清水トラックマーケットと合わせて管内の
キッチンカーが集結します。ステージイベントのJAZZ
演奏を楽しみながら、清水公園にてゆっくりと休日を過
ごしませんか？

新得町役場農業委員会
「しんとく日本一チャレンジ」
事務局
0156-64-0523

歴舟川

子どもたちに人気のキャラクターショーなどイベントが
盛りだくさん。夕方からは柱たいまつが燃え上がるベル
プネ火まつり、花火大会が行われます。

大樹町観光協会事務局
01558-6-2114

オンネトー
周辺遊歩道

毎年8月第1日曜日に全国一斉に実施。足寄町も阿寒摩周
国立公園の「クリーン阿寒」事業に参加し、オンネトー
地区清掃活動を実施します。

あしょろ観光協会
0156-25-6131

陸別町

陸別サーキット

フォーミュラーバギーとＡＴＶのオフロードレース。土
ぼこりを巻きああげて走るマシーンの迫力をご覧くださ
い！入場は無料です！

陸別町オフロードレース
実行委員会事務局
0156-27-2141
www.rikubetsu.info

特別企画展
「十勝開拓日記
-史料が語る近代-」

帯広市

百年記念館

8月10日(土)
9月14日(土)
10月19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

十勝
エコロジーパーク

8月10日(土)
9月14日(土)
10月19日(土)

クニさん歌の広場

音更町

8月4日(日)

新得町開拓120周年記念事業
しんとく日本一チャレンジ！

新得町

保健福祉センター
「なごみ」
前駐車場

8月4日(日)

清水公園Festival

清水町

清水公園

８月4日(日)

第30回歴舟川清流祭り

大樹町

8月４日(日)

全国一斉国立公園清掃デー
クリーン阿寒オンネトー
地区清掃活動

足寄町

8月4日(日)

第38回道新オフロードレース
in陸別全日本選手権大会

8月10日(土)～
9月23日(月)

十勝
エコロジーパーク

十勝の開拓事業から製糖業・酪農に代表される産業の形
成に至るまでを、開拓者の日記や手紙など当時の記録を
読み解き紹介します。【入場料】無料【時間】9:00～
17:00(入場16:30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
のミカちゃんと一緒に楽しい音楽に触れてみませんか？
13:00～13:45 4歳児以上小学2年生以下 14:00～
14:45 小学3年生以上6年生以下【参加人数】各10名
【参加費】500円
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？クニさんとクニさんの曲でセッションされたい方
は！ご連絡下さい。【持ち物】音の出るモノ【時間】
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

清水町役場商工観光課
0156-62-1156

0155-24-5352
帯広百年記念館

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/

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）

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

ご家庭の不要品を必要とする方に利用してもらいましょ
う。資源の有効活用を目的に開催しています。あなたも
参加してみませんか？※雨天中止 1区画約3ｍ×約3ｍ
9:30～14:00 【参加人数】20人 1区画／日500円
高校生以下は保護者同伴

8月10日(土)
8月11日(日)
8月12日(月)

森の宝箱「クラフト編」

音更町

十勝
エコロジーパーク

十勝在住の作家さんたちの指導による小物作り【時間】
10:00～16:00【参加費】500円～ オプション有 未
就学児以上※小学3年生以下は保護者同伴

8月10日(土)～
8月12日(月)

第46回北海道
バルーンフェスティバル

上士幌町

上士幌町航空公園

全国から約30機の熱気球が集まり、上士幌町の空をカラ
フルに彩ります。熱気球の体験搭乗や十勝のおいしい食
べ物も味わえるお店も多数出店！

上士幌町役場
01564-2-4291

8月10日(土)～
8月12日(月)

中札内村
札内川園地キャンプ場
ピザ＆ガーランド作り

中札内村

札内川園地
キャンプ場

中札内村産の野菜、チーズと十勝産の小麦を使って、野
外でピザ作りを楽しもう！食事会場は皆で作ったガーラ
ンドで飾り付け。ガーランドはお持ち帰りいただけま
す。【参加料】ピザ1枚1500円（お土産ガーランド）
【定員】各日20枚限定 ※時間等詳細はメールにてお問
い合わせください。

中札内村観光振興推進員 梶山
c.kajiyama@kankounakasatsunai.com
https://www.facebook.com/n
akasatsunai.camp/

8月10日(土)

2019とよころ夏まつり

豊頃町

豊頃町える夢館
駐車場
(茂岩本町166)

各種出店やアトラクション等を開催します。祭りの最後
には、夜空に花火を打ち上げます。14:00 ～ 20:00※
花火打ち上げは19:30頃予定(天候等により変更あり)

月日(曜日)

イベント名

8月10日(土)
8月11日(日)
8月12日(月)
9月14日(土)
9月15日(日)
9月16日(月)

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/

とよころ夏まつり実行委員会
(事務局：豊頃町商工会)
015-574-2206

8月上旬
予定

家畜改良センター
十勝牧場公開デー

音更町

(独)家畜改良
センター
十勝牧場内

小中学生を対象とした家畜基地探検や獣医師体験（要事
前予約）のほか、羊毛を用いたマスコット作り、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。

士幌町

下居辺朝陽公園
ホタルの里

19:30頃～20:30頃まで開催、20時前後にホタルが一
番よく見られます。しほろ温泉プラザ緑風に宿泊のお客
様は会場まで送迎あり。※雨天中止※お越しの際はマ
ナーを守り、係の指示に従ってください。

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。

8月上旬
予定

ホタル観賞会

8月11日(日)

十勝夏祭り＆
HKSハイパーミーティング

更別村

8月14日(水)～
8月16日(金)

第71回おびひろ平原まつり

帯広市

十勝管内最大の夏まつり。迫力満点のみこしイベント
帯広市西2条南
「夢降夜」や「おびひろ盆踊り」、「大道芸」など
7～11丁目、広小路
楽しい催しが目白押しです。

8月14日(水)
荒天時は
翌日に順延

第64回十勝港まつり
ふるさと夏まつり

広尾町

広尾の夏を楽しむお祭りです。当日は、たくさんのス
広尾町役場前
テージイベントが行われるほか、模擬店の出店もありま
特設会場
す。毎年、町内の様々なチームが参加する仮装盆踊り大
広尾町西３条７丁目
会がお祭りの目玉です。12:00～(盆踊りは19:00～)

8月14(水)

第24回忠類ふるさと
盆踊り大会

8月14日(水)

家畜改良センター十勝牧場
TEL 0155-44-2131
士幌町役場産業振興課
産業振興グループ
01564-5-5213
http://www.shihoro.jp/tourism/spot
_inn/shihoro_spring-2-2/

十勝スピードウェイ
0155-52-3910
http://tokachi.msf.ne.jp
帯広のまつり推進委員会
0155-22-8600
広尾町水産商工観光課
01558-2-0177(月～金)
01558-2-2111(土日祝)
http://www.town.hiroo.lg.jp/

幕別町

ふれあいセンター
福寿前特設会場

踊って、食べて、飲んでお楽しみ抽選会や餅まきなどプ
ログラムも盛りだくさんです。仮装盆踊りには、個人と
団体の部があり入賞者には豪華賞品を用意。大人から子
供まで楽しめる盆踊り大会です。※雨天の場合は、忠類
コミュニティセンターで開催します。

第40回いけだ夏祭り

池田町

田園ホール前特設会場

今年度より開催場所を田園ホール前に変更。「ちびっ子
縁日」や「親子盆踊り」、「納涼花火大会」等、楽しい
企画がたくさんあり、池田町の夏の風物詩を彩るイベン
トです。

8月14日(水)

ほんべつ夏まつり事業

本別町

8月15日(木)

第48回町民盆踊り

大樹町

8月15日(木)

第40回足寄ふるさと盆踊り
両国花火大会

足寄町

仮装盆踊り大会、子ども盆踊り大会、多数の出店、大人
足寄町民センター前
から子供まで楽しめる様々なイベント、打ち上げ発数約
利別川河川敷
8000発花火大会などが予定されています。

8月15日(木)

ふるさと夏祭り

浦幌町

コスミックホール前 盆踊り、仮装盆踊り、縁日、催し物他 13:00～

8月17日(土)

第53回
芽室町納涼盆踊り大会

芽室町

めむろ駅前広場

8月17日(土)

第5回中札内村民盆踊り

中札内村

中札内村
中央公園

８月17日(土)

幕別町盆踊り大会

幕別町

役場前通り

子ども盆踊り、盆踊り(個人・団体)出店、くじ引きなどが
あります。【開催時間】16:30～18:30

幕別町商工会
0155-54-2703

音更町

十勝
エコロジーパーク

「幕別男料理の会が提供する」手打ち蕎麦の愛好家グ
ループが、地場産原材料にこだわり、自慢のお蕎麦を提
供。【時間】11:00～13:頃 【場所】土のフォーリー
もり・かけそば400円、特選鶏ごぼうそば500円 合わ
せて毎回300食

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

8月18日(日)
9月8日(日)
9月22日(日)
10月13日(日)

エコパ蕎麦祭り

本別町北2丁目
かわいい子どもの盆踊りや大人の盆踊り、ビンゴ大会や
本別町役場前駐車場 餅まきなどを行います。お気軽にお越しください。
寿ふれあい通り

子ども盆踊り、仮装盆踊りが行われます。

忠類ふるさと盆踊り大会
実行委員会
(忠類総合支所地域振興課内)
01558-82111
池田町商工会
015-５７２-2135
http://www.tokachi-ikeda.or.jp
本別町商工会
0156-22-2529
大樹町観光協会事務局
01558-6-2114
足寄町役経済課
商工観光振興室
0156-25-2141
浦幌町商工会
015-576-2186

芽室町の盆踊り大会は、おかげさまで53回目を迎えまし 芽室町納涼盆踊り大会実行委員会
た。過ぎゆく短い夏のひとときを、盆踊りで過ごしてみ
（芽室町商工観光課）
ませんか？参加賞がもらえる子供盆踊り大会もありま
0155-62-9736
す。
オープニングの花火の打ち上げから始まり、中札内中学
校吹奏楽部やスコップ三味線の演奏、盆踊りと盛りだく
中札内村民盆踊り実行委員会
さんのイベント。20時からは花火大会を開催。〔開催時
間〕17時～20時30分

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）

8月18日(日)

麦感祭(ばっかんさい)
2019

音更町

小麦生産量日本一の音更町で開催する小麦収穫感謝祭。
山崎農場の小麦畑 小麦がすくすく育った畑の上で、小麦の色、音、香り、
(音更町西中音更地区) 味、五感すべてを使ってとれたて小麦を堪能する夏のひ
とときです。今年も小麦畑でお会いしましょう。

８月18日(日)

しほろ7000人のまつり
本まつり

士幌町

しほろ高原太鼓、ステージイベント、花みこし、子ども
士幌町コミュニティ 向け縁日などが開催されます。士幌の新鮮な野菜や、士
広場周辺
幌高校の加工品を販売する売店も出店されます。雨天決
行、10:00～

しほろ7000人のまつり
仮装盆踊り

士幌町

8月20日(火)

問い合わせ先
電話番号/URL
麦感祭実行委員会
（NPOあうるず）
TEL 0155-67-6305
詳しくはFacebookで「麦感祭」
と検索してください。
士幌町役場総務企画課
企画グループ
01564-5-5212
http://www.shihoro.jp/tourism/even
t_festival/7000fes/

士幌町商工会

市街西2線

子供盆踊り、仮装盆踊り(個人・団体)が行われます。時間
18:00～21:00※出場者は要事前予約※雨天時は順延
春に植えた作物を収穫し、そのままの素材を茹でたり、
焼いたりして、秋の恵みを楽しむ。※食材いただくのは
試食程度です。【持ち物】長靴 軍手【時間】10:00～
13:00【参加人数】20人【参加費】300円 未就学児以
上※小学3年生以下は保護者同伴

01564-5-2614
http://www.shihoro.jp/tourism/even
t_festival/7000fes/

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780

8月24日(土)

豊作だ収穫しよう

音更町

十勝
エコロジーパーク

8月24日(土)～
8月25日(日)

道の駅マルシェ

中札内村

道の駅なかさつない

毎年人気の道の駅マルシェ♪道の駅に可愛らしい手作り
雑貨のお店が集まり、フリーマーケットやワークショッ
プも開催されます。中札内の美味しい食も楽しめます。
【時間】10時～16時

中札内村観光協会
0155－68－3390

8月25日(日)

めむろまちなか
マルシェ2019

芽室町

芽室町本通

芽室町の「食」をキーワードに、農・商・工が一同に会
した産業連携のイベントです。芽室駅前本通を歩行者天
国にした会場で、芽室の「食」を存分にお楽しみくださ
い。

めむろまちなかマルシェ2019
実行委員会事務局
（芽室町商工観光課内）
0155-62-9736

8月25日(日)

帯広空港サイクリング
モニターツアー

更別村

更別村～
とかち帯広空港

更別村のアクティビティセンターANDOOR発着の、と
かち帯広空港見学を目的としたサイクリング。参加費
2,600円(昼食代・保険料込)、自転車レンタル代1,000
円(希望者のみ)

activity centre ANDOOR
0155-66-5894
http://andoor.jp

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

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

十勝最大級の食と音楽のイベント。会場では十勝産食材
を使ったグルメや特産品をご堪能いただけます。また、
食の体験コーナーや音楽の生演奏などもお楽しみいただ
けます。

帯広商工会議所：0155-25-7121
帯広市観光課：0155-65-4169

8月25日(日)
9月22日(日)
10月27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)

8月30日(金)～
9月1日(日)

とかちマルシェ

帯広市

ＪＲ帯広駅周辺
及び
とかちプラザ周辺

8月31日(土)～
9月1日(日)

第32回
発祥の地杯
全国ゲートボール大会

芽室町

8月31日(土)～
9月1日(日)

本別きらめき
タウンフェスティバル
2019

本別町

開催中～
9月15日(日)
までの
毎週日曜日

毎年ゲートボール発祥の地「芽室町」で開催されるオー
プン参加のゲートボール大会「発祥の地杯全国ゲート
芽室南公園運動広場
ボール大会」は今年で32回目を迎えました。全国から世
芽室町健康プラザ
代や地域を超えた80チームのゲートボール愛好家が集結
し、熱戦を繰り広げます！

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

とかちマルシェ運営協議会

http://www.tokachimarche.com/

第32回発祥の地杯
全国ゲートボール大会
実行委員会
（芽室町商工観光課）
0155-62-9736

本別町北3丁目地
先利別川河川敷
特設会場

ご当地グルメや人気キャラクターショー、歌謡ショーな
どステージイベントが盛りだくさん。1日目には6,000
発の花火が打ち上げられ、十勝の夏の終わりを彩りま
す。

西2条南8～9丁目
広小路1～2区

実行委員会 事務局
6月～9月の毎週日曜日に、まちなかの一角が歩行者天国
となり、さまざまなイベントが開催されます。【開催時 TEL・FAX 0155-23-4510
E-mail: office@hokoten.net
間】11:00～16:00【参加費】無料

本別きらめき
タウンフェスティバル
実行委員会
0156-22-2141
帯広まちなか歩行者天国

帯広まちなか歩行者天国

帯広市

https://www.hokoten.net/

開催中～
9月29日(日)
土・日・祝日

トカプチ雄大空間
シーニックカフェ

音更町

十勝が丘展望台

開催中～
9月30日(月)

サホロ湖遊漁解禁

新得町

新得町サホロ湖

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、パラソルと円卓を
用意して、コーヒーとお茶の無料サービスをしていま
す。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。
サホロ湖の魚釣りを解禁します。ルールを守って安全な
魚釣りをお楽しみください。1日券：1,000円、1漁期
券：8,000円

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

新得町役場産業課観光振興係
0156-64-0522
http://www.shintoku-town.net/

幕別町

忠類共栄牧場

共栄牧場内の高台にあるカフェから見える景色は、南北
に伸びる日高山脈、広大な農村風景。地域の観光情報や
無料で楽しめるコーヒー･牛乳を提供。旅の途中でのんび
りとした時間を過ごしてみませんか。10:00～15:00

とかち道の駅
スタンプラリー

11町村

十勝管内道の駅
（全14駅）

十勝管内に14か所ある「道の駅」を巡り、すべてのスタ
ンプを集めて応募すると、抽選で70名に各道の駅の素敵
な特産品が当たるチャンス！是非、ご家族や友人と十勝
の道の駅をお楽しみください。

とかち道の駅利用推進
協議会事務局
幕別町役場忠類総合支所
地域振興課
01558-82111

開催中～
10月27日(日)

ふるさと銀河線
りくべつ鉄道営業

陸別町

オーロラタウン
９３りくべつ
（旧陸別駅）

旧ふるさと銀河線を動態保存し、気動車の運転体験や乗
車体験を行っています。今年は「なつぞら」ラッピング
車両がお目見え。実施体験コースは曜日ごとに異なりま
すので、HP等でご確認ください。

ふるさと銀河線りくべつ鉄道
0156-27-2244
https://rikubetsurailway.jimdo.com

開催中～
10月末頃

里見が丘公園
お山の遊具・ふわふわドーム

足寄町

里見が丘公園

延長５１メートル、落差１０メートルの大型すべり台、
斜面を登るクライミングウオールとネット遊具、ターザ
ンロープなどのほか、子供に大人気のふわふわドームで
遊ぶことができます。

足寄町役場建設課
0156-25-2141

開催中～
9月下旬

南十勝夢街道
シーニックカフェちゅうるい

開催中～
11月4(祝)

幕別町商工会忠類支所
01558-8-2141

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）

開催中～
11月4日(月)

おびひろ動物園
夏期開園

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27日～9月30日（9:00～16:30）10月1
日～11月4日（9:30～16:00）

開催中～
11月10日(日)

フワフワドーム

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13日
11:30から行い、12:00にオープンします。

冬季休業していた、2018年７月に新しくできた温泉公
園の足湯が春より再開します。「源泉かけ流し」にこだ
上士幌町字ぬかびら わった温泉を楽しみながら、新緑のぬかびら源泉郷で素
源泉郷
敵な時間を過ごしませんか？皆さまのお越しをお待ちし
ています。【営業時間】8時～17時（予定）【定休日】
期間中無休【利用料金】無料

問い合わせ先
電話番号/URL
おびひろ動物園
0155-24-2437
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/
zoo/

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

開催中～
11月上旬

ぬかびら源泉郷温泉公園
足湯

上士幌町

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、魚介類がずらりと並ん
でいます。また道外のの珍しい特産品も並びます。営業
日 毎週金・土・日 営業時間 時間 9：00～17：00

とよころ物産直売所
090-9750-0335

ウグイやサケの遡上をガラス越しに観察することができ
ます。開館期間/4月29日～11月30日 開館時間/9:30
～17:00(10月は16:30、11月は16:00まで)

北海道立十勝エコロジーパーク
管理事務所
0155-32-6780
netbeet.ne.jp/~ecopark/

開催中～
11月末

魚道観察室ととろーど開館

幕別町

十勝
エコロジーパーク
（幕別エリア）

開催中～
3月24日(火)

ばんえい競馬

帯広市

帯広競馬場

9月1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

「防災の日」に因み防災体験・野外力に挑戦 グルメ・
物販コーナー【時間】9:30～16:00【参加費】一部有料

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

災害時を想定した簡単炊飯を紹介【時間】10:00～
13:00【参加費】無料

全日本ママチャリ
耐久レース

更別村

9月1日(日)

9月1日(日)

十勝
スピードウェイ

上士幌町役場
01564-2-4291

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。

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。
空港見学バスツアー、化学消防車の展示、フライトシ
ミュレーター体験など空港ならではの企画や、地場産品
を使った飲食物の販売コーナーなど、子供から大人まで
楽しめるイベントです。開催時間：10時00分～15時
00分（一部のイベントは9時30分から）事前予約が必要
な催し：ナイトツアー（9/5開催）、管制塔・気象施設
見学、JALスポットにて航空機お見送り体験、JAL航空
機見学会＆マーシャリング体験、AIRDO空のお仕事体
験、ヒコーキ撮影入門講座※今年の航空まつりは、これ
までの会場から場所を変更し、ターミナルビル周辺で行
います。
全国No１＆北海道No1のご当地どんぶりを生んだ清水町
がおくる食の一大イベント。美味素材をたっぷり使用し
た多彩などんぶりをお楽しみください。【開催時間
10:00～14:00】
・管内生乳出荷農協や地元商店他による特産物他の販
売・バター工場、牛乳工場の見学会・製品の試飲・試
食・ステージイベント、大抽選会・乳しぼりの擬似体験
やお子様向け遊具設置等 家族みんなで楽しめるイベン
トです。10:00～15:00
北海道を代表するじゃがいもの産地･しほろにて、今年の
収穫を祝い、新じゃがを味わう恒例イベントで、10:00
～14:00の開催です。新じゃがの食べくらべが楽しい
じゃがいも屋台、採れたてのじゃがいも詰め放題(1回
300円)、じゃがバター無料ふるまいのほか、地元バトン
チームの演技や猿まわし、大ビンゴ大会など多彩なス
テージイベントも魅力たっぷり。

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

とかち帯広空港「空の日」
記念事業実行委員会
事務局
（帯広市空港事務所内）
0155-64-5320
https://www.city.obihiro.hokk
aido.jp/shoukoukankoubu/ku
ukoujimusho/c030601kuuk
ouibento.html

9月8日(日)

とかち帯広空港「空の日」
記念事業航空まつり

帯広市

とかち帯広空港

9月8日(日)

第二回十勝清水
肉・丼まつり

清水町

有明公園

9月14日(土)
予定

よつ葉ミルクフェスタ2019
十勝主管工場開放DAY

音更町

よつ葉乳業(株)
十勝主管工場
イベント会場

9月15日(日)

第3回しほろじゃがいもまつり

士幌町

道の駅
ピア２１しほろ

9月15日(日)

めむろ散走ツアー「めむろの農
を感じる散走～かぼちゃ編～」

芽室町

芽室町新嵐山
スカイパーク周辺

電動アシスト自転車でのガイドツアー。散歩するように
電動自転車で走りながらかぼちゃ農家さんでの収穫体
験、旬の野菜を使った加工品を味わえる体験も！事前予
約制。【参加人数】6名【時間・参加費】HPにて告知

芽室町サイクルツーリズム協議会
0155-62-9736
https://www.facebook.com/
memurocycletourism/

9月15日(日)

2019「海と大地の祭典」
とよころ産業まつり

豊頃町

JAとよころ
多目的広場

豊頃町の秋の味覚、秋鮭や野菜などが一堂に集まるイベ
ント。秋あじつかみ取りや歌謡ショーなどのアトラク
ションも盛り沢山です。ご家族で実りある秋の一日をお
過ごしください。時間 9:00～14:30

とよころ産業まつり
実行委員会事務局
豊頃町役場商工観光課内
015-578-7202

9月16日(月)

エコパ☆サウンドピクニック

音更町

十勝
エコロジーパーク

ラリー北海道

帯広市
音更町
本別町
足寄町
陸別町

帯広市北愛国
交流広場ほか

9月20日(金)～
9月22日(日)

主に十勝管内で活躍するバンドによるフェスティバル
【時間】11:00～17:00【参加費】無料
国内最大級の国際ラリー大会。帯広市の北愛国交流広場
を拠点に十勝管内各地をラリーカーが疾走。

十勝清水肉・丼まつり実行委員会
0156-62-1156

よつ葉乳業(株)十勝主管工場
0155-42-2121

道の駅ピア21しほろ
01564-5-3940

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780
国際ラリー支援歓迎実行委員会
(帯広観光コンベンション協会内）
http://www.rally-hokkaido.com/jp/

0155-22-8600

9月22日(日)

柏林公園祭り

大樹町

柏林公園

大樹産和牛の即売をはじめ秋の味覚満載の農水産バ
ザー、手作り製品がいっぱいの一坪ショップが開催され
ます。野外ステージでの歌謡ショーやアキアジ掴み取り
など、イベントも盛りだくさんです。

9月22日(日)

第5回全世界ナウマン
ぞうり卓球大会in忠類

幕別町

十勝ナウマン温泉
ホテルアルコ

旧忠類村で発見されたナウマン象にちなみ、象のぬいぐ
るみをぞうりに括り付けた「ナウマンぞうりラケット」
で行うご当地温泉卓球大会です。申込期限9月6日（金）
参加料500円 開会式10:00～

大樹町観光協会
01558-6-2114
幕別町忠類総合所
地域振興課
01558-8-2111

月日(曜日)

イベント名

開催
市町村

開催場所

9月22日(日)

開町120年記念
第44回うらほろふるさとの
みのり祭り

浦幌町

うらほろ森林公園

9月28日(土)

ととろーどをめざそう

音更町

十勝
エコロジーパーク

9月29日(日)

新得町開拓120周年記念
第18回しんとく新そば祭り

新得町

保健福祉センター
「なごみ」
前駐車場ほか

町内のそば店舗並びにそば打ち愛好家による手打ちそば
の提供やステージイベントなど、盛り沢山の内容で終日
楽しめるイベントとなっています。そばの名産地「新
得」ならではの、とれたて、ひきたて、打ちたて、茹で
たての「４たて」そばをぜひご笑味ください。

しんとく新そば祭り実行委員会
0156-64-0522

9月29日(日)

めむろ散走ツアー「めむろの農
を感じる散走～ごぼう編①～」

芽室町

芽室町新嵐山
スカイパーク周辺

電動アシスト自転車でのガイドツアー。散歩するように
電動自転車で走りながらごぼう農家さんでの収穫体験、
旬の野菜を使った加工品を味わえる体験も！事前予約
制。【参加人数】6名【時間・参加費】HPにて告知

芽室町サイクルツーリズム協議会
0155-62-9736
https://www.facebook.com/
memurocycletourism/

9月29日(日)

第20回
2019オンネトー物語

足寄町

オンネトー
国設野営場

オンネトーの自然を満喫するイベント。自然ふれあい教
室、軽音楽コンサート等を行います。

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

9月未定

みんな集まれ！
音更フェスティバル

音更町

共栄コミュニティ
センター特設会場

町商工会青年部主催のイベントです。十勝のキャラク
ターが大集合し、各町村の特産品や飲食ブースも充実し
ています。キャラクターたちが盛り上げる楽しいステー
ジショーも見どころです！(雨天時は、共栄コミセン内に
て開催)

音更町商工会
0155-42-2246

10月2日(水)～
10月12日(土)

陶芸サークル展

帯広市

百年記念館

帯広百年記念館で活動している陶芸サークル4団体の作
品を展示します。食器やオブジェまで多くの作品が展示
されます。【入場料】無料【時間】9:30～16:30(最終
日は15：00まで)

帯広百年記念館
0155-24-5352

10月6日(日)

みのり～むフェスタ
おとふけ2019

音更町

アグリアリーナ
(ホクレン家畜
市場用地内)

地産地消をコンセプトに音更町の文化（伝統芸能や文化
活動）を紹介しながら、いろいろな体験や音更町の
「食」が楽しめるイベントです。10;00～14:30

みのり～むフェスタ
おとふけ実行委員会
（音更町産業連携係）
0155-42-2111

10月6日(日)

第46回うまいっしょ
”しんとく”大雪まつり

新得町

屈足運動公園

新得町にはそば以外にもおいしい食べ物がたくさんあり
ます！広いお祭り会場でのんびり焼肉や地元特産品をご
堪能ください。もちろんそばもあります！開催時間：
10:00～14:30

大雪まつり実行委員会
0156-64-0522

10月6日(日)

めむろ散走ツアー「めむろの農
を感じる散走～ごぼう編～」

芽室町

芽室町新嵐山
スカイパーク周辺

電動アシスト自転車でのガイドツアー。散歩するように
電動自転車で走りながらごぼう農家さんでの収穫体験、
旬の野菜を使った加工品を味わえる体験も！事前予約
制。【参加人数】6名【時間・参加費】HPにて告知

芽室町サイクルツーリズム協議会
0155-62-9736
https://www.facebook.com/
memurocycletourism/

10月6日(日)

道の駅フェア

中札内村

道の駅なかさつない

毎年大人気の採れたて野菜の詰め放題や、中札内村の食
が楽しめる秋の味覚市を開催します。食の宝庫、中札内
村の『美味しい』を存分に楽しめる秋にぴったりのイベ
ントです。【時間】10時～14時

中札内村観光協会
0155－68－3390

10月6日(日)

まくべつ産業まつり

幕別町

百年記念ホール前
広場特設会場

●ステージイベント：大石まどか演歌ショー、お笑いの
はなわ ●特産品コーナー： 地場産野菜、幕別和牛販売等

まくべつ産業まつり実行委員会
0155-54-6606

ワイン城横
イベント広場

十勝ワイン・グレープジュースの飲み放題、北海道産牛
の炭火焼き食べ放題の池田町の名物イベント。目玉は、
数量限定の元祖牛の丸焼き！時間：10:00～14:30（雨
天決行）完全チケット制 先着限定4,300枚チケット
代：大人5,000円、中学生・高校生2,000円、小学生
1,000円 ※前売り券が完売した場合、当日券の販売はあ
りません。

池田町観光協会
015-572-2286
https://kankou-ikeda.com/

十勝
エコロジーパーク

自然は遊びの宝箱。みんなでドングリを拾いに出かけ森
で遊びながら帰ってきたら、拾ったドングリで”世界に
ひとつ”森の宝物のモノづくりをします。【時間】
10:00-12:00【参加費】小学生以上400円【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）【持ち物】軍手、汚れても良い服装

10月6日(日)

第46回秋のワイン祭り

池田町

10月12日(土)

ドングリで遊ぼう

音更町

10月13日(日)

第64回
岩内仙峡もみじまつり

帯広市

10月14日(月)

はぐくーむ秋まつり

帯広市

帯広の森
はぐくーむ

10月19日(土)
10月20日(日)

ボーイスカウト体験会
「秋のキャンプ」

音更町

10月20日(日)

帯広市アイヌ生活文化展

10月20日(日)

帯広市指定文化財
十勝鉄道蒸気機関車４号
及び
客車コハ23号の車内公開

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）
実りの秋に感謝した大感謝祭。海・山・畑の地場産品の
当り券入りの餅米６俵分のダイナミックな餅まき「みの
りまき」が祭りの見所。ゲストに半崎美子・テツandト
モ・札幌国際情報高等学校吹奏楽部を迎え、大好評の秋
鮭のつかみ取りや地場産品即売会、豪華賞品が当たる抽
選会などを行います。
十勝川流域の自然にふれながら、ととろーどをめざして
歩く！心身ともにリフレッシュ【持ち物】天候に応じた
服装 歩きやすい靴【時間】9:30～13:00【参加人数】
15人【参加費】小学生以上800円 未就学児500円
未就学児以上※小学3年生以下は保護者同伴

問い合わせ先
電話番号/URL

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/

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

岩内仙峡付近
美しい紅葉の中で、秋の味覚と自然を満喫できるイベン
※雨天時は川西農業 ト。歌謡ショーや農産品販売、動物ふれあいコーナーな
者研修センター
どを開設予定。【開催時間】10:00～14:15

岩内仙峡まつり実行委員会
0155-22-8600

薪割りや間伐、落ち葉プールなど、非日常を体験できる
イベントが盛りだくさん。秋の「帯広の森」を満喫しま
しょう!(10:00～15:00)

帯広の森・はぐくーむ
0155-66-6200
http://haguku-mu.net/

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、秋のお楽しみ会【時
間】9:30-翌日11:00【場所】プロジェクトハウス【参
加費】小学生2,000円 【参加人数】小学生15人（低学
年は要相談）【持ち物】別途案内

十勝エコロジーパーク財団

帯広市

帯広市生活館

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。(アイヌ文様刺しゅう体験、
アイヌ料理試食、アイヌ古式舞踊披露等)

帯広市アイヌ生活文化
展実行委員会
（事務局：帯広市社会課内）
0155-65-4146

帯広市

とてっぽ通り
(西７条南２０丁目)

帯広市指定文化財である十勝鉄道蒸気機関車４号及び客
車コハ23号の内部の公開や機関車周辺での写真パネル・
関係資料の展示、記念写真撮影用のグッズ等の貸出など
を行います。【時間】10:00～15:00【申込】不要

帯広市 文化課
0155-65-4209

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20日(日)

さらべつ大収穫祭

更別村

ふるさと館

10月20日(日)

10月中旬(予定)

第24回忠類
どんとこいむら祭り

第20回しほろ収穫祭

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）
大地の恵みに感謝し、年に一度の大収穫祭を開催しま
す。地場の食材を集結した更別村の「うまい！」をぜひ
堪能してください。ステージショー等のお楽しみイベン
ト、大好評のステーキ実演販売に大鍋も!!

問い合わせ先
電話番号/URL
さらべつ大収穫祭実行委員会
0155-52-2211
http://www.sarabetsu.jp/sigh
tseeinng/event/shukakusai

幕別町
忠類

販売コーナーでは、地場産のゆり根や和牛、忠類銘菓の
ナウマン饅頭の販売のほか、忠類地域のブランド豚「ど
道の駅忠類特設会場
ろぶた」の販売もあります。また、豪華ゲストによるス
雨天の場合：
テージのほか、恒例のお楽しみ抽選会ではどろぶたの詰
忠類コミセン
め合わせ等、50品以上の景品をご用意しております。
【開催時間】10:00～13:30

士幌町

しほろ収穫祭実行委員会
しほろ牛カットステーキやしほろジャンボ鍋(豚汁、おし
(士幌町産業振興課)
るこ、うどん)などの士幌味覚市、農産物廉価即売所、玉
士幌町農村運動公園
01564-5-5220
ねぎ＆じゃがいも袋詰め放題、ゲームやビンゴ大会など
(スケート場)
のステージイベントといった毎年好評のイベントが盛り http://www.shihoro.jp/touris
m/event_festival/agri_festival
だくさん！

忠類どんとこいむら祭り
実行委員会
01558-8-2111

/

10月26日(土)～
11月24日(日)

10月26日(土)

10月26日(土)

10月27日(日)

オータムフェスタin十勝川

焼き芋おいしいぞ

広尾サンタランド
ツリー点灯式

とかち帯広空港
「ハロウィンフェスティバル」

音更町

音更町

広尾町

帯広市

ガーデンスパ
十勝川温泉

十勝
エコロジーパーク

広尾町大丸山
森林公園駐車場

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」、
音更町の特産品が当たる抽選会等を実施予定です。カボ
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
みんなで落ち葉拾いに出かけ、落ち葉を使った昔ながら
の外でサツマイモを焼いて、”焼き芋”を試食します。
【時間】10:00-13:00【参加費】小学生以上500円
未就学児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)【持ち物】軍手、汚れ
ても良い服装
サンタの故郷・ノルウェーから認定をうけた「サンタラ
ンド」のツリー点灯式。園内の樹木や施設にイルミネー
ションが灯りクリスマスムード一色に。花火が打ち上げ
られるほか、サンタさんから子どもたち（小学生以下）
にプレゼントもあります。
14:30～

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

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

広尾町役場水産商工観光課
01558-2-0177(月～金)
01558-2-2111(土・日・祝)
http://www.town.hiroo.hokkaido.jp/

とかち帯広空港

空港でオバケを見つけて合言葉を言おう！ハロウィン縁
日や抽選会、子ども仮装コンテストなどを実施します。
ぜひ家族一緒で遊びに来てください。※子ども仮装コン
テストなど一部のイベントには、当日受付が必要で人数
制限があります。

帯広空港ターミナルビル
株式会社
0155-64-5678

2019フードバレーとかち
マラソン大会実行委員会事務局
帯広市教育委員会
スポーツ振興室内
0155-65-4210

10月27日(日)

2019フードバレー
とかちマラソン

帯広市

帯広市街地

今年で8回目となるマラソン大会。今年は、ハーフマラ
ソンのコースを周回コースに変更し、ゴール制限時間も
3時間に延長します。5kmや2.5kmコースも用意してい
ます。帯広の市街地から郊外まで、街並みや豊かな自然
を楽しんで秋の帯広を走り抜けよう。(申込は9月17日
(火)まで)

10月31日(木)～
11月4日(月)

第50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。

帯広のまつり推進委員会
0155-22-8600

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

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

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。

足寄町役場建設課
0156-25-2141

