
  平成27年3月～5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にご確認ください。  作成：北海道十勝総合振興局商工労働観光課

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）

問い合わせ先
電話番号

URL

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske
/osazu/oz06gok/gok032.htm

音更町十勝川温泉観光協会

0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/

然別湖コタン実行委員会

0156-69-8181

http://www.netbeet.ne.jp/~nature/20
13winter/kotan-index.htm

然別湖コタン実行委員会

0156-69-8181

http://www.netbeet.ne.jp/~nature/20
13winter/kotan-index.htm

新得町役場社会教育課社会体育係

0156-64-0532

http://www.shintoku-
town.jp/kyouiku/sports/shintokuyam

a

幕別町役場忠類総合支所地域振興課

01558-8-2111

http://www.makubetsu.jp/kan
kobussankyokai/

幕別町商工観光課

0155-54-6606

http://www.makubetsu.jp/kan
kobussankyokai/

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

帯広競馬場　0155-34-0825

国民宿舎東大雪荘

0156-64-3021

http://www.netbeet.ne.jp/~taisetsu/t
omurausi1.html

さらべつカントリーパーク

0155-52-5656

http://www.sarabetsu-pipopa.jp/

大樹町観光協会事務局

01558-6-2114

4月17日(金)
～

5月6日(水･祝)
（予定）

第25回歴舟川清流鯉のぼり 大樹町
国道２３６号線沿
大樹橋上流50ｍ

日本一の清流「歴舟川」の川幅いっぱいに２３６匹の鯉のぼり
が泳ぎます。河川敷に設置される小さな鯉のぼりは、子どもた
ちに大人気です。

第19回トムラウシ温泉
歩くスキー大会

新得町
トムラウシ温泉

周辺林道
十勝管内では、最後の歩くスキー大会！
東大雪の雄大な自然を満喫してください！

さらべつ
カントリーパーク

オートキャンプ場のさらべつカントリーパーク内にあるパーク
ゴルフ場。4月上旬～10月下旬オープン（天候等で変更の場
合あり）ご宿泊の方は無料。パークゴルフだけのご利用もお待
ちしております。8:00～17:00

1月24日(土)
～

3月1日(日)

3月8日(日)

第21回
日産カップ

陸別歩くスキーの集い
陸別町

日産自動車㈱
北海道陸別試験場

4月5日(日)

4月上旬
さらべつカントリーパーク
パークゴルフ場オープン

更別村

幕別町

ぬかびら源泉郷
スキー場

芽室嵐山
メムロスキー場

日産自動車㈱の試験場を特設コースとして歩くスキーで健康増
進と交流親睦を図り自然を満喫しよう。
詳細は陸別町教育委員会まで。

光のオブジェや光と音のファンタジックショー、光のトンネル
などロマンチックで幻想的な空間へと人々を誘います。モール
温泉手湯･足湯(無料)､モールショコレやモール豚メニューを販
売するアイスプロムナードなど暖かい休憩所もご用意。
19:00～21:00

十勝が丘公園

アイスホール内の澄みきった空気に響き渡る、清らかな音と氷
のハーモニーを是非、この機会にお楽しみください。
暖かい服装でお越し下さい。（入場無料）
日程、内容など未定

音更町

陸別町タウンホール

初心者から上級者まで多彩なコースが魅力のファミリーゲレン
デ。ナイター設備もあり、一日中スキーやスノーボードが楽し
めます。

1月24日(土)
～

3月22日(日)

メムロスキー場 芽室町

2015 しかりべつ湖コタン
冬の森コンサート

鹿追町

広尾漁業協同組合食品部
 01558-2-3202

広尾町 広尾漁協食品部

3月15日(日)

第24回
十勝川白鳥まつり

「彩凛華～さいりんか～」

新得山スキー場

陸別町

然別湖

1月24日(土)
～

3月初旬
明野ヶ丘スキー場

第27回
オールジャパン

パッチ選手権大会in陸別

幕別町

上士幌町

12月21日(日)
～

3月8日(日)

忠類白銀台スキー場

音更町

帯広競馬場

十勝エコロジーパーク
11月1日(土)

～
3月31日(火)

明野ヶ丘スキー場

  平成26年度
  ～3月30日(月)

平成27年度
4月中旬～

ばんえい競馬 帯広市

ウィンターフェスinエコパ

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/no
useibu/baneishinkoushitsu/banei.jsp

陸別町教育委員会
0156-27-2123

魚の日
3月22日(日)
4月26日(日)
5月24日(日)

十勝エコロジーパーク財団
0155-32-6780

2015 しかりべつ湖コタン 鹿追町 然別湖
氷上露天風呂、アイスバーをはじめ、アイスシアター、アイス
チャペル、氷のグラス作りやクロスカントリースキーの体験等
が出来ます。

新得山スキー場

上士幌町観光協会
01564-4-2224

毎月第４日曜日は｢魚の日｣と定め、サケやサンマ、シシャモな
ど旬の海の幸、昆布やふのりなどヘルシーな自然食品といった
北の海のおいしい食材の販売会を開催。冷凍や干物､瓶詰など
の加工品はバラエティ豊かで人気です。10:00～11:00

新得町

12月20日(土)
～

3月初旬

12月28日(日)
～

3月31日(火)
ぬかびら源泉郷スキー場

大雪山国立公園内の雄大な自然環境の中で
楽しめるゲレンデ。滑った後は源泉かけ流しの温泉も。
※今シーズンは第２、第３高速リフトを休止いたします。予め
ご了承ください。

白銀台スキー場
1月24日(土)

～
3月初旬

1月24日(土)
～

3月22日(日)

オールジャパンパッチ選手権大会
in陸別実行委員会
0156-27-2141

大人限定で競い合う協会公認のパッチ大会。100名が名人位
を目指して往年の技を披露。電話かＦＡＸで要事前申込み。
参加料1,700円（パッチ代・昼食代込）

芽室町商工観光課
0155-62-9736

ゲレンデデビューに最適な初級者向けコースです。北海道ス
キー連盟から認定を受けた幕別スキー学校を開校しています。

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。
毎週　土日月で開催しています。

スノーシューで歩く冬のフットパス(有料･積雪時)やスノーラ
フト森林ツアー＆スノーチューブ(有料･積雪時)など冬を満喫
できるメニューがたくさん。モール温泉足湯ハウス（無料）や
おいしいモール豚メニューも楽しめます。

南十勝で唯一のゲレンデである当スキー場は、上級者はもちろ
ん、ソリも楽しめるファミリーゲレンデです。ペアリフト・ナ
イター照明も完備され、爽快に滑ることができます。

新得市街から約５分のスキー場で、初心者から上級者まで楽し
めるコースやスノープログラムが揃っています。

十勝観光イベントガイド
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十勝川温泉旅館組合

 0155-46-2447

0155-52-2406

プラムハウス(クローズ期間は
0155-52-2009）

http://www.sarabetsu.jp/cms/index.p
hp?ID=9

中札内村観光協会

0155-67-2495

http://nakasatsunai.blog.fc2.com/

士幌高原ヌプカの里

01564-5-4274

http://www.nupuka.jp/

十勝観光連盟

道東道とかち連携協議会

0155-22-8600

音更町十勝川温泉観光協会

 0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/

本別町企画振興課
（本別町観光協会事務局）

0156-22-2141

http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/

帯広観光社交組合

0155-22-3906

0155-52-3171

更別村教育委員会

http://www.sarabetsu.jp/cms/index.p
hp?ID=506

旧狩勝線を楽しむ会

0156-64-4948

http://www.karikachi.org/

オフロードレース実行委員会

0156-27-2141

0155-67-5571

新得町観光協会

0156-64-0522

https://www.shintoku-town.net/

更別村観光協会

0155-52-2211

http://www.sarabetsu.jp/cms/index.p
hp?ID=465

足寄町役場経済課

林業商工観光室

0156-25-2141

士幌高原ヌプカの里

01564-5-4274

http://www.nupuka.jp/

十勝川温泉旅館組合

 0155-46-2530

幸福駅ハッピーダイヤル

0155－67－6611

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/sh
oukoukankoubu/kankouka/c030301ha

ppy_ceremony.html

新得神社山桜ライトアップ 新得町 新得神社境内
新得町の桜の名所を艶やかにライトアップします。
昼間でも夜間でもいつでも花見を楽しめます！

第57回本別山渓つつじ祭り

5月17日(日) オフロードバトル 陸別町 陸別サーキット
手作り４輪バギーとＡＴＶが北海道最大のオフロード専用コー
スを走り、白熱したレースを繰り広げる大迫力のオフロード
レースです。入場料：大人1,200円、高校生以下無料。

農村公園大型遊具広場
オープン

5月31日(日)
(予定)

第３4回
足寄ふるさと花まつり

足寄町 里見が丘公園
足寄町里見が丘公園の木桜のライトアップを10日間程度実施
し、5月最終日曜日に芝桜・つつじを楽しみながらイベント・
焼肉など町内・町外のの人が楽しめる場を提供します。

札内川園地安全祈願式 中札内村 札内川園地
札内川園地開園に際し園地での安全を祈願して神事を執り行
い、ニジマスの放流を行います。
この日は一日釣竿を無料でレンタル致します（数量限定）

5月上旬

5月17日(日)
2015狩勝トレイル

ランニング
新得町

狩勝高原エコトロッコ
旧新内駅前

100年前に作られた旧狩勝線の線路跡と林道をコースとして
使用。日本三大車窓と言われた展望コースもある山岳区間を走
破してみませんか。

5月10日(日)
（予定）

4月末(予定)
～

11月初め
十勝平原miniマルシェ 芽室町 十勝平原ＳＡ上下線

サービスエリアで、十勝各市町村の特産品が日替わりで食べら
れます。十勝管内の観光インフォメーションコーナーもありま
す。

5月10日(日) 第30回おびひろ桜まつり

本別町
義経の里本別公園
（本別町東町）

１万６千株のエゾムラサキツツジと２千本のエゾヤマザクラ開
花時期に開催。お花見、名物「ジャンボ義経鍋」の豚汁などお
いしい食べ物、ステージショーやゲーム大会、ふわふわ遊具な
ど、子どもから大人まで楽しめる催しです。10:00～
14:00(予定)

5月下旬 さらべつ すももの里まつり 更別村 さらべつ すももの里

5月下旬、約1,000本のすももの木に真っ白な花が見頃を迎え
ます。会場ではすももの実を使用した加工品を中心に村の特産
品を販売。飲食ブースの出店やお楽しみ抽選会、ミニゲームな
ど実施する予定です。

5月17日(日) 第11回愛の国さくらまつり 帯広市 北愛国交流広場

5月中旬～下旬

農村公園内にある子ども向けの大型遊具広場「さらべつプレイ
ランド」。十勝管内でも屈指の規模を誇る大型遊具を備えた遊
びの広場。5種類の滑り台など36種類のアイテムが楽しめま
す。更別ICから車で約3分。ご家族で気軽にお越しください。

5月2日(土)
～

10月中旬
十勝川温泉モール市場 音更町

十勝川温泉観光ガイドセ
ンター西側

更別村 農村公園大型遊具広場

十勝川温泉周辺で収穫された新鮮朝どり野菜や花苗、地場産加
工品等の販売。市場南側と十勝が丘公園には、源泉かけ流しの
足湯もオープン。(市場開催時間　9:00～14:00　※商品がな
くなり次第終了)

4月下旬
どんぐり公園

プラムカントリー オープン
更別村

どんぐり公園
プラムカントリー

3万坪54ホールの十勝を代表するパークゴルフ場。なだらか
でいて変化に富んだコース設計。道内各地から多くのパークゴ
ルフファンが訪れています。4月下旬から10月下旬オープン
（天候等で変更の場合あり）。8:00～18:00

４月下旬

十勝が丘展望台

花時計ハナック横を登った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、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。土･日･祝10:00～15:00

４月下旬 十勝川温泉足湯めぐり 音更町

4月25日(土)
～

9月27日(日)

シーニックカフェ
士幌高原ヌプカの里

士幌町 士幌高原ヌプカの里

シーニックバイウェイ十勝平野・山麓ルートのルート内にある
士幌高原ヌプカの里ロッジヌプカでは、テラスやバルコニーで
シーニックカフェをオープンします。日高山脈や十勝平野を一
望しながらコーヒーブレイクでもいかがでしょうか。

十勝が丘公園／
十勝川温泉

観光ガイドセンター南側

この時期見頃の水芭蕉があたり一面に咲き誇ります。士幌町農
協の牧場敷地内のためマナーを守って観賞を。道道士幌然別線
沿い水芭蕉園駐車場(士幌町農協新田牧場事務所から士幌高原
側へ約250ｍ)から徒歩約260ｍにあります。

北海道遺産に選定された「モール温泉」が無料で気軽に楽しめ
ます。温泉街を散策した後は、足湯に浸かって疲れた足を癒し
てみてはいかがでしょうか。

4月下旬
～

5月上旬

士幌高原ヌプカの里
水芭蕉園

士幌町
士幌高原ヌプカの里

水芭蕉園

◆十勝観光連盟のホームページでも観光情報をお知らせしています。   http://www.tokachibare.jp/   

帯広市 緑ヶ丘公園
緑ヶ丘公園の桜を見ながら、バンド演奏やカラオケ大会、大抽
選会などを楽しみませんか。
10:00～14:00

キャラクターショー、ふわふわランド、愛の国音楽祭などの楽
しいイベントが盛りだくさん。
うまいものコーナーもありますので、みんなで遊びに来てくだ
さい。10:00～15:00

愛の国さくらまつり実行委員会
（ティワイネット㈱内）

4月29日(水･祝)
～

11月3日(火･祝)
幸福駅ハッピーセレモニー 帯広市 幸福駅

｢愛の国から幸福へ｣で知られる幸福駅でウェディング体験が楽
しめます。大切な人と素敵な思い出をつくりませんか。要予
約。

４月下旬
～

１０月下旬

トカプチ雄大空間
シーニックカフェ

音更町
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