
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

神田日勝記念美術館

0156-66-1555

http://kandanissho.com

新得町観光協会

0156-64-0522

http://www.shintoku-
town.jp/kankou/asopsite/

0155-65-4164

更別村観光協会

0155-52-2115

神田日勝記念美術館

0156-66-1555

http://kandanissho.com

池田町観光協会

015-572-2286

http://www.kankou-ikeda.com

015-576-2181

役場産業振興課商工観光係

0156-62-2112

http://www.facebook.com/events
/530259923669711/

0155-22-8600

新得町役場産業課商工観光係

0156-64-0522

http://www.shintoku-
town.jp/kankou/asopsite/

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.nature-
center.jp/2011kotan/kotan-

然別湖コタン実行委員会

0156-69-8182

http://www.nature-
center.jp/2012kotan/kotan

山岸政彦

0156-62-2357

あしょろ観光協会

0156-25-6131

人気ブログ「出張食い倒れ日記」でおなじみの、やまけんこと
山本謙治氏を講師に招き、正しい日本の食料事情と消費動向を
学び、講師自らが全国くまなく歩いて得た、食による観光町づ
くり事例も紹介。開場18:30 開演19:00　参加無料

十勝川白鳥まつり「彩凛華」 音更町
十勝が丘公園
ハナック広場

12月８日(土) 池田町大物産展 池田町
池田町西部地域
コミュニティー

センター

１年間の皆様からのご愛顧に感謝をこめて、いけだ自慢の逸品
が特別価格にて提供する物産展です。
10:00～15:00

12月11日(火)

帯広のまつり推進委員会

浦幌町観光協会事務局
（浦幌町役場産業課内）

浦幌町の地場産品の消費拡大を目的に、特産品を一同に集め
て、年末商品などの即売会を行います。じゃんけんゲーム、お
買い上げの方に先着で三角くじをご用意。10:00～12:00

10月23日(火)
〜

12月9日(日)

平成24年度特別企画展
「神田日勝と
      新具象の画家たち」展

鹿追町 神田日勝祈念美術館

北海道における新具象の潮流を、神田日勝を含む関連作家とそ
の作品群を通して再構成をめざし、神田日勝の美術史的定位を
さぐる展覧会。一般510円　観覧時間：10:00～17:00

1月25日(金)
～

1月27日(日)

12月9日(日) 第14回うらほろ物産フェア 浦幌町 浦幌町中央公民館

2月2日(土)

1月上旬
～

2月28日(木)
サホロ湖ワカサギ釣り 新得町 サホロ湖

釣り好きに朗報！
今年度もサホロ湖のワカサギ釣りを解禁します。
どうぞお楽しみください。

広尾町観光協会
 01558-2-0177(月～金)

01558-2-2111(土･日･祝)

神田日勝の生誕を祝う催しに併せて美術館友の会創立20周年
記念事業を開催。①島誠一郎記念講演会(18:00～19:20)
②記念式典及び交流会（19:30～21:00）参加費1000円
（交流会参加者のみ）

スキーシーズン到来！！極上のパウダースノーと幻想的なイル
ミネーションがみなさまのお越しをお待ちしております。

おびひろイルミネーションプロ
ジェクト実行委員会

（帯広市商業まちづくり課）

豊頃町
大津漁業協同組合
1階荷捌所

大津で捕れた 毛ガニ ホッキ貝 タコを格安で提供。マツカワの
刺身や煮付け、ホッキの刺身、ホッキご飯など大津で捕れた旬
の海産物も堪能できます。

新得町 JR新得駅前

12月8日(土)

第10回日勝祭･神田日勝記念
美術館友の会創立20周年記
念式典

12月2日(日)

12月1日(土) イルミネーション合同点灯式

12月3日(月)
～

2月14日(木)

十勝観光イベントガイド　＜平成24年12月～平成25年2月＞

作成：十勝総合振興局商工労働観光課※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。

鹿追町
神田日勝記念美術
館・鹿追町民ﾎｰﾙ

と･き･め･きイルミネーション
2012

更別村
更別村農村公園
更別村運動広場

約17,000球の光が木々を彩るイルミネーション！
光のドライブをお楽しみいただけます。

第9回大津港大漁まつり

2月2日(土) 冬ほたる -真冬の夜の幻- 清水町

ウッドキャンドルナイト 足寄町
道の駅

銀河ホール２１
足寄町の森林資源であるカラマツ材を有効活用したウッドキャ
ンドルやアイスキャンドルを灯すイベントです。

ＪＲ帯広駅北交通広場のシンボルツリー「はるにれの木」をは
じめ、各商店街、ホテルなどで一斉にイルミネーションが点灯
します。点灯式にあわせて、ちびっこサンタの行進や、ホコテ
ンなどのイベントを開催します。(予定)

第43回広尾毛がにまつり

帯広市
帯広市西２条通
（帯広駅→藤丸

前）

清水町開町110年記念講演
「十勝清水の食力」

講師山本謙治氏
清水町

12月9日(日)
★

広尾町
ｼｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ広尾

特設会場

11月30日(金)
～

2月28日(木)

いらっしゃい“しんとく”
イルミネーション

清水町中央公民館

1月26日(土)
～

3月31日(日)
（予定）

201３ しかりべつ湖コタン
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。

大津漁業協同組合
015-575-2311

毛ガニの大釜茹で販売や、新巻鮭、シシャモ、広尾産農産物な
どの格安販売、特産品の当たる抽選会もあります。
9:00～14:00

第50回帯広氷まつり 帯広市 帯広市緑ヶ丘公園

1月26日(土)
～

2月24日(日)

700個近い電球とLEDを使用した光のオブジェと、華やかな
音楽により構成される「光と音のファンタジックショー」。足
湯、スノーラフティング、スタンプラリー、温かい飲食をご提
供するアイスプロムナードなど。19:00～21:00

清水町中央公園
1000個のアイスキャンドルが一夜だけ点灯し、清水の町を優
しい灯でつつみます。甘酒・ホットミルクなど無料提供。
 開場午後1時 点灯式午後6時 入場無料

鹿追町 然別湖

大氷雪像、大滑り台、氷彫刻展、市民氷雪像コンクールのほ
か、アイスキャンドルタワー、ステージアトラクションなど多
くのイベントを開催します。

1月26日(土)
～

3月31日(日)
（予定）

2013　しかりべつ湖コタン
冬の森コンサート（2月）

鹿追町 然別湖
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

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/nouseibu/baneishinkoushitsu/banei.jsp
http://kandanissho.com/
http://www.facebook.com/events/530259923669711/
http://www.kankou-ikeda.com/
http://www.memuro.info/
http://www.tokachigawa.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

http://www10.ocn.ne.jp/~shibare/

ほんべつ雪あかりﾅｲﾄ実行委員
会

（本別町商工会）

0156-22-2529

あしょろ観光協会

0156-25-6131

コロポックルゆめ広場　呼路歩
来

電話：0155-66-6522

http://www.memuro.info/

帯広市ばんえい振興室0155-34-0825

2月14日(木) 第２３回氷灯夜 芽室町 芽室公園

５千個のアイスキャンドルで彩られた、バレンタインデー一夜
限りのイベント。特設チャペルが設けられ、新婚カップルを会
場全体で祝福します。フィナーレには美しい花火の打ち上げ。
屋台では、冷えた身体を温めてくれます。16:00～20:30

実行委員会事務局
0156-27-3990

2月2日(土)
～

2月3日(日)
第32回しばれフェスティバル 陸別町

イベント広場
(ウエンベツ）

帯広市ばんえい競馬
  4月14日(土)
～平成25年

  3月25日(月)
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。
毎週　土日月11:30～17:30(予定)
ナイター：10月29日(月)で終了しました。

◆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/

◆開催日の★マークは「とかちの食イベントはしごラリー」の対象です◆　http://www.tokachi-miryoku.com/

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp
/nouseibu/baneishinkoushitsu/ba

nei.jsp

歩くスキーとスノーシューで、冬の阿寒国立公園雌阿寒温泉・
オンネトー地区の自然観察と森林浴を体験します。終了後
は、温泉で休養します。

2月10日(日) 雌阿寒温泉スキーハイキング 足寄町 オンネトー地区

一町民一キャンドルを目標に約8,０00個のアイスキャンドル
が街を彩り､幻想的な世界を作り上げます｡キャンドルコンテス
トやゲームなど色々な催し物があります。16:00～20:00

陸別町の「しばれ」を耐寒してください。アトラクションには
人間耐寒テスト･しばれ花火･ステージショー･キャラクター
ショー･乗馬体験･スノーモービル･抽選会など各種多彩です。

２月上旬予定 第８回ほんべつ雪あかりナイト 本別町
道の駅ステラ★ほ
んべつ～銀河通り･
大通りほか


