
  平成27年5月～7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

大樹町観光協会事務局

01558-6-2114

大樹町観光協会事務局

01558-6-2114

士幌高原ヌプカの里

01564-5-4274

http://www.nupuka.jp/

新得町観光協会

0156-64-0522

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

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

帯広観光社交組合

0155-22-3906

更別村教育委員会

0155-52-3171

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/

中札内村観光協会

0155-67-2495

http;//nakasatsunai.blog.fc2.com

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

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

あしょろ観光協会

0156-25-6131

JA十勝清水町企画管理課

0156-62-2161

http://www.ja-shimizu.or.jp/

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/

本別町企画振興課
（本別町観光協会事務局）

0156-22-2141

エコロジーパークと十勝川温泉周辺のフットパスコースをゆっ
くりのんびり歩き、初夏の十勝の自然を満喫します。
9:30～13:00

音更町
十勝エコロジーパーク

集合

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57回
本別山渓つつじ祭り

新得町 新得神社境内
新得町の桜を楽しみながら、焼肉をしませんか。各種イベント
に加え、露店も並びます！10:00～14:00（予定）

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ます。10:00～14:00(予定)

　5月最終日曜日にイベント・焼肉など町内・町外の人が楽し
める場を提供します。

5月17日(日)
2015狩勝トレイル

ランニング

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！

5月17日(日) オフロードバトル 陸別町

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。

手作り４輪バギーとＡＴＶが北海道最大の専用コースを走り、
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。
入場料：大人1,200円、高校生以下無料。

さらべつ すももの里

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

4月下旬
～

5月上旬

陸別サーキット

新得神社山桜まつり5月10日(日)

本別町

5月中旬～下旬

5月上旬
農村公園大型遊具広場

オープン

5月10日(日)
（予定）

帯広市

新得町

5月17日(日)

新得町

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

新得神社山桜ライトアップ

5月10日(日) 第30回おびひろ桜まつり

北愛国交流広場

6月6日(土)

第36回広尾つつじまつり

5月下旬 さらべつ すももの里まつり 更別村

第34回
足寄ふるさと花まつり

6月7日(日)

5月31日(日)

6月13日(土)
十勝川温泉

フットパスウォーキング

第4回
十勝若牛アスパラまつり

5月24日(日)
バードウォッチング
～in札内川園地～

中札内村

今年1年の山の静寂と登山者の安全を祈願したあと、登山を行
います。

札内川園地
札内川園地でバードウォッチング！日高山脈と清流札内川、そ
の周りに生息する野鳥を探そう！

魚の日
5月24日(日)
6月28日(日)
7月26日(日)

足寄町

広尾漁業協同組合食品部
 01558-2-3202広尾町 広尾漁協食品部

士幌町
士幌高原ヌプカの里

水芭蕉園

農村公園内の子ども向け大型遊具広場。十勝管内屈指の規模を
誇り､ローラースライダーなど5種類の滑り台､31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。

清水町 ホクレン清水製糖工場広場

柔らかな肉質と豊かな旨みが特徴の脂身の少ないヘルシーな牛
肉｢十勝若牛｣と、春の味覚を代表するアスパラガスを堪能して
いただくイベント。十勝若牛バーベキュー焼肉セッ(前売り券
1,500円、当日券1,700円)、牛肉、アスパラガス関連の食べ
物を販売します。楽しみ抽選会もあります。10:00～14:00

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

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

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。

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。

大丸山森林公園

雌阿寒岳登山口
（温泉側）

6月1日(月)
（予定）

第64回
雌阿寒岳安全祈願祭

緑ヶ丘公園

士幌高原ヌプカの里
水芭蕉園

新得神社境内

帯広市

狩勝高原エコトロッコ
旧新内駅前

第11回愛の国さくらまつり

足寄町役場横駐車場

義経の里本別公園
（本別町東町）

更別村 農村公園大型遊具広場

愛の国さくらまつり実行委員会
（ティワイネット㈱内）

広尾町大丸山森林公園を会場に同園内咲き誇る約12,000本の
エゾヤマツツジを鑑賞し、旬な時鮭の千人鍋を格安で味わえま
す。広尾の海産物販売、特産品を味わうコーナー、ゲーム大会
など。9:30～15:00

足寄町

広尾町水産商工観光課
01558-2-0177（月～金）

01558-2-2111（土･日･祝）広尾町

5月5日(火･祝)
第２5回歴舟川清流鯉のぼり

ミニイベント
大樹町

国道２３６号線沿
大樹橋上流河川敷

子どもさんを対象にミニそば、ミニうどん、おしるこ、ホエー
豚の丸焼きを無料提供します。その他、高所作業車に乗っての
記念撮影、フワフワドーム、コスピーとの記念撮影など、親子
ともどもで、楽しむことができます。

十勝観光イベントガイド

http://www.nupuka.jp/
https://www.shintoku-town.net/
http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/
http://www.sarabetsu.jp/cms/index.php?ID=506
http://www.sarabetsu.jp/cms/index.php?ID=506
http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/
https://www.shintoku-town.net/
http;/nakasatsunai.blog.fc2.com
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok032.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok032.htm
http://www.sarabetsu.jp/cms/index.php?ID=465
http://www.sarabetsu.jp/cms/index.php?ID=465
http://www.ja-shimizu.or.jp/
http://www.town.hiroo.lg.jp/
http://www.tokachi-ecopark.jp/


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

0155-53-3663

道の駅さらべつ

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

帯広市農政課

0155-59-2323

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/no
useibu/nouseika/c020233yachiyomat

中札内村観光協会

0155-67-2495

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

清水町観光協会

0156-62-2112

http://tokachi432.net/

幕別町商工会忠類支所

01558-8-2141

音更町十勝川温泉観光協会

0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/

しほろ夏まつり実行委員会

01564-5-2614

http://shihoro.net/yma2/

実行委員会

090-2050-3947

中札内村観光協会

0155-67-2495

http;//nakasatsunai.blog.fc2.com

こどもまつり実行委員会

事務局（浦幌町商工会）

015-576-2186

銀河の森天文台

0156-27-8100

https://www.rikubetsu.jp/tenmon/

芽室町観光物産協会

0155-66-6522

http://www.memuro.info/

国際トラクターBAMBA実行委員会

0155-52-2010

http://www.t-bamba.net/

幕別町商工会

0155-54-2703

陸別町観光協会

0156-27-2141

「とかち天空カフェin芽室」

実行委員会事務局(芽室町商工観光課)

0155-62-9736

幕別町役場商工観光課

0155-54-6606

大樹町観光協会事務局

01558-6-2114

清水町商工会

0156-62-2208

ワイン樽ころがし競争実行委員会

(池田町産業振興課商工観光係）

015-572-3218

陸別町商工会青年部

0156-27-3161

7月25日(土)

ワイン樽ころがし競争
                     inいけだ

～2015わーるトカップ杯～
池田町 ワイン城下特設会場

使用済みのワインの樽を転がしてタイムを競う競争。20歳以
上の3名一組で様々なコースを転がします。各部門別優勝や総
合優勝など、景品も豪華！10:00～14:30（予定）

7月25日(土)

7月11日(土)
第７回

陸別スターライトフェスティバル 陸別町 銀河の森天文台
銀河の森天文台の開館時間を延長して、天体観測や講演会など
を行い、星について楽しく学びながら夜を過ごせます。

６月27日(土)
～

７月26日(日)

イベント広場
日本一さむ～い「陸別町」が真夏に贈るあつ～いロックの祭
典！！

十勝が丘公園
十勝川温泉一帯

毎年「花風景」と題して、色とりどりの花々がお客様をおもて
なしします。

第44回
ピョウタンの滝やまべ放流祭

中札内村

音更町

士幌町タウンプラザ周辺
十勝で一番早い花火大会｡子供向け緑日､ステージショーなどイ
ベント盛り沢山(雨天時は翌日に順延)16:00～21:00

とかち天空カフェin芽室 芽室町

「花風景」ハナックと花ロード

第9回しばれロックフェスティバル 陸別町

士幌町

7月25日(土) 屋台村 陸別町 駅前多目的広場

７月11日(土)
～

7月12日(日)
イリス・フェスタ・インめむろ 芽室町

７月18日(土)
～

7月19日(日)

第７回
ふるさと銀河線りくべつ鉄道まつり

７月18日(土)
～

7月26日(日)

６月下旬 チョマナイかい

6月27日(土)
　　28日(日) 第21回 十勝清水やきもの市 清水町

６月上旬
道の駅さらべつ

土日新鮮野菜市場
更別村

6月21日(日)
アウトドアクッキング

～in札内川園地～
中札内村

道内の窯元約50窯が、清水町に大集合！個性溢れる陶器販
売。野点コーナー(限定:お茶とお菓子の無料サービス)。地元特
産品販売･飲食も充実｡10:00～17:00(28日は16:00まで)

清水町イベント広場
（JR十勝清水駅横）

こどもまつり2015

札内川園地 札内川園地でアウトドアクッキング体験をしよう！

道の駅さらべつ

ふるさと館特設コース

札内夏まつり 幕別町

清水町

農業用トラクター（メカ馬）で北の大地を駆け抜ける新・ス
ポーツイベント。メカ馬のスラロームは迫力あり。レース前に
はメカ馬が列隊を組んで村内をパレードし、決勝レースでは特
産品などが当たるメカ馬投票を実施します。

札内中央公園

陸別町
18日：緑町サッカー場
19日：駅前多目的広場

6月中旬 八千代牧場まつり 帯広市 八千代公共育成牧場
十勝牛の網焼き無料配布､牧草ロールころがし体験、農畜産物
の即売会､小動物とのふれあいコーナー､乗馬体験など農畜産業
に触れ合える祭り。ご家族みんなでお楽しみください。

6月上旬から11月上旬までの間、土・日曜限定（9時から16
時）で、村内の農家が心を込めて育てた、旬の採れたて野菜を
直販しています。スーパーでお目にかかることができない、珍
しい野菜もあります。

浦幌町健康公園

十勝清水駅前
イベント広場

清水町のうまいものが集まる人気の食の屋台ほか、ステージイ
ベントも盛りだくさん。町内の小中高の吹奏楽演奏、よさこ
い、一輪車少年団やバトントワラーズによる演舞なども行わ
れ、見どころ満載の夏まつり。

７月上旬

旧忠類駅前
旧忠類駅前路上において、忠類の商店や団体等が夜店を出店し
屋台の雰囲気で一夜を楽しむイベント。17:30～21:00

７月19日(日)
(予定) まくべつ夏フェスタ2015 幕別町 幕別運動公園

大抽選会､飲食店の屋台､ゲームの参加､ライブステージでお楽
しみください｡目玉は夜空を飾る大花火大会です｡13:00～
21:00

平和の願いを込めて会場内全員でしゃぼん玉をとばします｡露
店や売店のほか新イベントも盛りだくさん｡※内容は未定です｡

新嵐山スカイパーク
展望台

新嵐山スカイパーク展望台から十勝平野を一望しながら、芽室
町産食材を使用したメニューを楽しめる期間限定「幻」のカ
フェです。

幕別町

7月12日(日) 国際トラクターBAMBA 更別村

7月5日(日)

7月5日(日)
（予定） 浦幌町

7月4日(土)

7月4日(土)
第35回

しほろっち夏まつり･花火大会

第37回清流まつり

札内川園地
やまべ・ニジマスの放流で始まるお祭りが今年も開催されま
す！札内川で気軽に釣りをどうぞ。ステージショーや美味しい
食市も登場！ご家族連れで楽しめます！

花菖蒲園

芽室公園に隣接する2.7haの敷地内に610種類、2万5千株の
花菖蒲が初夏のめむろを鮮やかに彩ります。売店や野点、絵手
紙教室などを楽しむことができ、花菖蒲の株の販売も実施して
います。

吹奏楽部の演奏や地元高校生によるあんどん行列、ラストは大
抽選会を行います。14:00～20:30

様々な縁日が並ぶ夏の風物詩。ちびっこからお年寄りまで楽し
めます。

銀河線に乗車して大抽選会に挑戦！ステージショーや縁日など
もあります。無料で遊べるしばれくんのふわふわドームも登
場！１日目は花火大会も開催！！

7月19日(日)
第３6回

歴舟川砂金掘探訪会
大樹町

砂金掘探訪地
（カムイコタン）

歴舟川は、かつて砂金掘師たちで賑わった川です。
砂金掘り友の会のメンバーが伝統の手法で実技指導を行い、夢
とロマンを体験して頂きます。（要事前申込）

http://www.sarabetsu-pipopa.jp/
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/nouseibu/nouseika/c020233yachiyomatsuri.html
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/nouseibu/nouseika/c020233yachiyomatsuri.html
http://www.sarabetsu-pipopa.jp/
http://tokachi432.net/
http://www.tokachigawa.net/
http://shihoro.net/yma2/
http;/nakasatsunai.blog.fc2.com
https://www.rikubetsu.jp/tenmon/
http://www.memuro.info/
http://www.t-bamba.net/


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

0155-52-3910

十勝スピードウェイ

http://www.tokachi.org/mamachari/

帯広競馬場　0155-34-0825

りくべつ鉄道

0156-27-2244

http://business4.plala.or.jp/rikutetu/

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

 0155-46-2447

幕別町商工会忠類支所

01558-8-2141

幸福駅ハッピーダイヤル

0155－67－6611

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

十勝川温泉旅館組合

 0155-46-2447

音更町十勝川温泉観光協会

 0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/

新得町産業課観光係

0156-64-0522

4月29日(水)
～

10月25(日)
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

十勝平原ＳＡ上下線

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29日(水･祝)
～

11月3日(火･祝)

士幌高原ヌプカの里

4月25日(土)
～

11月3日(火･祝)

十勝が丘展望台

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

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

◆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/   

幸福駅ハッピーセレモニー 帯広市 幸福駅

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

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
工品等を販売。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。(土日祝9:00～14:00※5月2～5日10:00
～14:00、5月6日休業　※商品がなくなり次第終了)

｢愛の国から幸福へ｣の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｡料
金:5290円､金･土･日･祝のみ開催(7月18日～8月23日は毎日
開催)

4月29日(水)
～

10月25日(日)

トカプチ雄大空間
シーニックカフェ

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。毎週土日月で開催です。

4月18日(土)
～

3月28日(月)
ばんえい競馬 帯広競馬場帯広市

十勝平原miniマルシェ

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

十勝スピードウェイ

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。

芽室町
サービスエリアで、十勝各市町村の特産品を日替わりでご提
供。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。

陸別町
道の駅

オーロラタウン93
りくべつ

生まれ変わったふるさと銀河線で実際に気動車を運転してみま
せんか。予約が必要なコースもあります。２ヶ月前より予約可
能です。営業日及び詳細はお問い合わせください。

7月1日(水)
～

9月30日(水)
サホロ湖遊魚解禁 新得町 新得町サホロ湖

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

4月25日(土)
～

10月25日(日)

７月上旬
～

９月下旬

南十勝夢街道
シーニックカフェちゅうるい

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

7月26日(日)
全日本ママチャリ
12時間耐久レース

更別村

ふるさと銀河線りくべつ鉄道

十勝観光連盟
道東道とかち連携協議会

0155-22-8600

全国各地から200以上の参加チームが集うママチャリの自転
車レース。各チームが心をひとつに競技を楽しみ、ゴールを目
指します。ゆかいなパフォーマンスで場内を沸かせるママチャ
リライダーにも注目です。

http://www.tokachi.org/mamachari/
http://business4.plala.or.jp/rikutetu/
http://www.nupuka.jp/
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/kankouka/c030301happy_ceremony.html
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/kankouka/c030301happy_ceremony.html
http://www.tokachigawa.net/
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/nouseibu/baneishinkoushitsu/banei.jsp
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/nouseibu/baneishinkoushitsu/banei.jsp
http://www.tokachibare.jp/

