十勝観光イベントガイド

作成：北海道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。

月日(曜日)

イベント名

開催市町村

開催場所

7月25日(土)
～
8月2日(日)

むしむしWEEK

上士幌町

ひがし大雪自然館

ホタル観賞会

8月1日(土)
荒天時は翌日に順延

第60回十勝港まつり
第27回十勝港海上花火大会

8月1日(土)
～
8月2日(日)

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
ひがし大雪自然館

8月上旬
（予定）

8月1日(土)

平成27年8月～10月

第23回スターフェスティバル

第６回

水鉄砲選手権大会

士幌町

下居辺朝陽公園
ホタルの里

昆虫採集＆標本作り
ライトトラップ＆夜の自然館

01564-4-2323

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。

広尾町

十勝で唯一、港を舞台に開催される海上花火大会。水中花火
は見ごたえがあります。今年は第６０回と節目のため、海上
十勝港第４埠頭
綱渡り大会や磯船競漕など、多くのイベントを実施予定で
（広尾町会所前６丁目）
す。
【開催時間】9:30～（花火大会は19:30～）

本別町

銀河通りを一部歩行者天国として行う商店街主催のイベント
本別町北4丁目銀河通り です。飲食店などの出店やいろいろなアトラクションがあり
子供たちにも大人気です。

鹿追町

鹿追町陸上競技場

水鉄砲で相手チームのフラッグを撃ちぬくか、一人でも多く
敵を撃った方が勝利です。会場内では出店や鹿追焼きの陶芸
体験なども行っています。
約７kmのサイクリング大会
参加料：一般3,000円 JCA/JCF会員2,000円
2,000円
大会2週間前までに要申込

www.kamishihoro.jp/shizenkan/
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/sp
ot_inn/shihoro_spring-2-2/
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/
本別町銀河通り推進協議会
『ｽﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会』
（実行委員長 西村章）
0156-22-2222
水鉄砲選手権大会実行委員会
0156-66-2107
http://xn--1rwu9wb6u.com/
北海道十勝バイコロジーを
すすめる会

第５回
上士幌町ナイタイ高原
ヒルクライム

上士幌町

8月2日(日)

第26回
歴舟川清流まつり

大樹町

国道236号沿い
大樹橋上流河川敷

参加型ゲームなどの「見る・楽しむ・体験する」イベントが
盛りだくさん。夕方からは、20ｍの柱たいまつが燃え上がる
ペルプネ火まつり、花火大会が行われます。

大樹町観光協会事務局
01558-6-2114

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

オンネトー遊歩道
湯の滝遊歩道

毎年８月第１日用日に全国一斉に実施。
足寄町も阿寒国立公園の「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。

NPO法人あしょろ観光協会

8月2日(日)

8月2日(日)

道新オフロードレースin陸別
全日本選手権大会

陸別町

陸別サーキット

手作り４輪バギーとＡＴＶによる、北海道最大のオフロード
専用コースを走る白熱したオフロードレース。しばれくんの
ふわふわドームも登場。入場料：大人1,200円、高校生以下
無料。

0156-27-2141

8月2日(日)
（予定）

森林公園まつり

浦幌町

うらほろ森林公園

縁日・催し物他 10:00～
※内容は未定です。

015-576-2881

音更町

家畜改良センター
十勝牧場

家畜基地探検（事前予約制）、獣医師体験（事前予約制）、
家畜改良センターの紹介コーナー、場内バスツアー、羊マス
コット作製、農機具展示を予定。
【開催時間】13:00～16:00

8月2日(日)

ナイタイ高原

中高生

0155-27-3846
www.tokachi-cycle.com

0156-25-6131
実行委員会

(有)レアス

8月５日（水）

8月7日(金)
～
8月9日(日)

十勝牧場

公開Day！

第42回
北海道バルーンフェスティバル 上士幌町
2015 in Kamishihoro

航空公園

熱気球搭乗体験

ほか

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、ビアガーデンなどを予定。花火大会
では、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。
【開催時間】15:00～20:30

8月8日(土)

とよころ夏まつり

豊頃町

豊頃町える夢館
駐車場

行灯展示、各種ゲーム大会、ふわふわジャンボ、花火大会ほ
か
【開催時間】14:00～

第10回
本別ひまわり３千坪迷路

本別町

本別町美里別東中

8月13日(木)

第65回勝毎花火大会

帯広市

十勝川河川敷
特設会場

8月13日(木)

りくべつ夏まつり

陸別町

駅前多目的広場

8月14日(金)

第19回忠類ふるさと盆踊り大会 幕別町

8月14日(金)

第56回
ふるさとサマーフェスティバル

新得町

8月14日(金)

ほんべつ夏まつり.仮装盆踊り大会

本別町

8月14日(金）
荒天時は翌日に順延

第６０回十勝港まつり
ふるさと夏まつり

広尾町

TEL 0155-44-2131

上士幌町 商工観光課
01564-2-2111
www.kamishihoro.jp/sp/
balloonfestival

8月8日（土）
（雨天順延）

8月9日(日)
～
8月16日(日)

家畜改良センター十勝牧場

ふれあいｾﾝﾀｰ福寿
駐車場

約1.5ヘクタールの畑一面に広がるひまわり畑の中が楽しい迷
路に変わります。飲食・売店コーナーでは、とれたて！ゆで
たて！のおいしいトウモロコシなどの旬の味覚が販売されま
す。ほかにも、ポニー乗馬やミニ動物園、トラクター試乗な
ど体験イベントが盛りだくさん！

音更町商工会
TEL 0155-42-2246
とよころ夏まつり実行委員会
（事務局：豊頃町商工会内）
015-574-2206
本別ひまわり愛好会
（代表 背戸田 利光）
090-3891－4633
十勝毎日新聞社

音楽･照明･花火が一体となったエンターテインメント性の高
い花火ショー。グランドフィナーレでは錦冠(にしきかむろ)花
火が夜空一面に広がります。

0155-22-7555

仮装盆踊りや超豪華景品が当たる抽選会などもあります。現
在様々なイベントを企画中。

0156-27-3161

子ども盆踊り、仮装盆踊り(個人・団体)
出店ｺｰﾅｰやお楽しみ抽選会、餅まきなど。
【開催時間】18:00～21:00
雨天の場合：忠類ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰﾎｰﾙ

陸別町商工会

幕別町役場忠類総合支所地域振興課
01558-8-2111
http://www.makubetsu.jp/kankob
ussankyokai/
新得町商工会

狩勝高原太鼓、ファミリー盆踊り、仮装盆踊り、餅まき大
新得町保健福祉センター 会、ニジマスのつかみどり（子どものみ）が行われます。
「なごみ」前駐車場
【開催時間】15:30～ こどもまつり
18:00～ 盆踊り開始

0156-64-5324

参加者は、趣向を凝らした仮装で会場を盛り上げてくれま
す！
夏の夜を一緒に楽しみましょう！

0156-22-2529

本別町北2丁目
本別町役場前駐車場

広尾の夏を楽しむお祭り。毎年、町内の様々なチームが参加
広尾町役場前特設会場 する仮装盆踊り大会が目玉です。その他にもたくさんのス
（広尾町西３条７丁目） テージイベントが行われるほか、模擬店の出店もあります。
【開催時間】12:00～（盆踊りは19：00～）

本別町商工会

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/

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

8月14日(金)
～
8月16日(日)

帯広市

西2条南7丁目
～11丁目･広小路

十勝管内最大の夏まつり！迫力満点のみこしイベント｢夢降
夜｣、おびひろ盆踊りや子ども盆踊り、太鼓まつり、大道芸な
ど楽しい催しが目白押しです。

帯広のまつり推進委員会

第67回おびひろ平原まつり

8月15日(土)

第２５回くったりふるさと祭り

新得町

屈足中央駐車場

仮装盆踊りやニアピン大会などが行われます。
規模の小さなお祭りですが、たくさんの地元のお客さんが訪
れます！町外のお客様もぜひお越しください！
【開催時間】 15:00～20:30

8月15日(土)

第４４回
町民大盆踊り大会

大樹町

寿ふれあい通り
（寿通1丁目）

子供盆踊り、仮装盆踊りが行われます。

8月15日(土)

第36回 足寄ふるさと盆踊り・
両国花火大会

足寄町

足寄町民センター前

8月15日(土)

ふるさとの夏祭り

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（ゲーム）他
【開催時間】13:00～ ※予定

８月16日(日)

十勝夏祭り＆ＨＫＳ
ハイパーミーティング

更別村

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。

賞金付き仮装盆踊り大会、子ども盆踊り大会、お楽しみ抽選
会、花火大会などが予定されています。

0155-22-8600
新得町商工会
0156-64-5324

大樹町観光協会事務局
01558-6-2114
足寄町役場経済課
林業商工観光室
0156-25-2141
浦幌町商工会
015-576-2186

十勝スピードウェイ
0155-52-3910
http://tokachi.msf.ne.jp/

第37回
しほろ7000人のまつり
（本まつり）

士幌町

8月17日(月)

第49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(月)

幕別町盆踊り大会

幕別町

町役場前通り

８月20日(木)

しほろ7000人のまつり
（仮装盆踊り）

８月16日(日)

8月22日(土)

しほろ牛肉祭

しほろ高原太鼓、ダンスパフォーマンス、花みこし、子ども
士幌町コミュニティ広場
向け縁日などが開催されます。士幌の新鮮な野菜や、士幌高
周辺
校の加工品を販売する売店も出店されます。

士幌町役場総務企画課
企画グループ
01564-5-5212
http://www.shihoro.jp/tourism/
芽室町商工観光課

士幌町

士幌町

市街西２線

過ぎゆく短い夏のひとときを、盆踊りで過ごしませんか？

0155-62-9736

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】16:30～20:30

0155-54-2703

子供盆踊り、仮装盆踊り（個人・団体）が行われます。
【開催時間】18:00～21:00
※要事前予約

国産若牛頭数、日本一の町で赤肉の旨さにこだわった｢しほろ
士幌町コミュニティ広場
牛｣の魅力を存分に楽しめます。各種牛肉屋台や焼き肉コー
（荒天時はＪＡ士幌町農
ナー、ステージイベント、花火の打ち上げもあります。
業会館大ホール）
【開催時間】17:00～

幕別町商工会
http://www.makusho.net/
士幌町商工会
01564-5-2614
http://www.shihoro.jp/tourism/
士幌町肉牛振興会
(士幌町農協畜産課)
01564-5-5712
http://www.ja-shihoro
.or.jp/shihorogyu/index.html
麦感祭実行委員会
（NPOあうるず）

8月23日(日)

麦感（ばっかん）祭

音更町

音更町西中音更地区
（たけなかファーム）

収穫したばかりの小麦を使った美味しいMENU、麦稈ロール
転がし、トラクター試乗、麦筆パフォーマンス、麦感ライブ
など、楽しい催しが盛りだくさん！
【開催時間】10:00～14:30【チケット前売制】

8月23日(日)

ほんべつ肉まつり2015

本別町

義経の里本別公園
（本別町東町）

お肉でつなげる”ふるさと銀河線”！いけだ牛、本別和牛、
足寄牛など地域で生産された各種肉が販売されます。
当日は焼台を無料開放！お肉を買ったその場で焼き肉を楽し
めます。その他、抽選会やトーク＆ライブショーが催され、
会場を大いに盛り上げます！

ほんべつ肉まつり実行委員会
（実行委員長 小笠原 徹）

広尾漁業協同組合食品部
01558-2-3202

8月23日(日)

魚の日

広尾町

広尾漁協食品部

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。
【開催時間】10:00～11:00

8月23日(日)
9月6日(日)

サンタランドコンサート

広尾町

広尾町大丸山森林公園

大丸山森林公園、サンタの家野外ステージで開催されるコン
サート。自然あふれるサンタの山で、素敵な音楽会を楽しみ
ませんか。
【開催時間】両日ともに13:30～

8月29日(土)

第24回道新十勝川花火大会

帯広市

十勝川河川敷
特設会場

帯広の夏をしめくくる花火大会。ダイナミックな早打ちや大
玉、スターマインが見どころで、連続して打ち上げられる花
火は迫力満点です。

8月29日(土)
～
8月30日(日)

第28回
発祥の地杯
全国ゲートボール大会

芽室町

芽室南公園運動広場
（芽室町健康プラザ）

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。毎年、全国から世代や地域を超えた１
00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！

8月29日(土)
～
8月30日(日)

8月30日(日)

帆船「日本丸」一般公開

士幌高原ヌプカの里
こども祭り

広尾町

士幌町

十勝港まつりの節目となる第60回目を記念して、帆船「日本
丸」が十勝港に寄港します。8月29日(土)は小学生を対象と
十勝港第４埠頭（広尾町
したシップスクール（13:30～）、8月30日(日)は午前
会所前６丁目
（9:00～11:30）と午後（13:00～16:00）の二回、一般
公開が実施されます。

士幌高原ヌプカの里

ヌプカの里の自然の中で思いっきり遊ぼう！白雲山登山やし
ほろ牛肉を使った料理、サラリーマンシンガーいとたい氏に
よるライブなど大人も子どもも楽しめます。

0155-67-6305

090-8271-0262

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/
ske/osazu/oz06gok/gok032.htm
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/
北海道新聞帯広支社
0155-24-2154
第28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
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/
士幌高原ヌプカの里
担当：中村 将
090-6875-5741
http://www.nupuka.jp/

9月上旬

第12回全日本オープンパーク
ゴルフinさらべつ

9月4日(金)
～
9月6日(日)

とかちマルシェ

9月5日(土)
～
9月6日(日)

本別きらめきタウン
フェスティバル201５
東十勝花火大会

更別村

帯広市

本別町

実行委員会事務局（更別村商工会）
プラムカントリーパーク 3万坪に54ホールを有する日本PG協会公認のパークゴルフ場
0155-52-2010
ゴルフ場
を舞台に繰り広げられる全日本大会です。休憩や軽食に便利
http://www.sarabetsu.jp/cms/inde
（どんぐり公園内）
な食事処も併設しています。
x.php?ID=174

帯広駅周辺・南公園

利別川
河川敷地特設会場

今年は規模を拡大し、帯広駅だけでなく南公園でも開催。オ
リジナル料理やご当地グルメ、産直コーナーなどで十勝産に
こだわった物産、加工品を楽しめる東北海道最大級の食のイ
ベント。

とかちマルシェ推進協議会
(帯広商工会議所内)
0155-25-7121
十勝フェスタ実行委員会
（帯広市観光課内）
0155-65-4169

きらめきタウンフェスティバル実行委員会
2日間にわたって開催される、本別町最大のイベント！1日目
0156-22-2141
には十勝の夏を締めくくる『東十勝花火大会』が開催され、
（事務局：本別町企画振興課）
約4,500発の花火が夜空を彩ります。2日目にはキャラク
ターショーや歌謡ショーなど、多彩な催しにて皆さまをお待 http://www.town.honbetsu.hokkai
ちしております。
do.jp/tour/event.html

月日(曜日)

9月12日(土)

9月13日(日)

9月13日(日)

9月18日(金)
～
9月20日(日)

イベント名

よつ葉ミルクフェスタ
十勝主管工場開放DAY

「空の日」記念

航空まつり

2015「海と大地の祭典」
とよころ産業祭り

ラリー北海道

問い合わせ先
電話番号
URL

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）

開催市町村

開催場所

音更町

よつ葉乳業
十勝主管工場
イベント会場

管内生乳出荷農協、音更町商工会による特産物の販売
バター・牛乳工場見学会、牛乳の飲み比べ、バター試食
ステージイベント、大抽選会
乳しぼりの擬似体験、ふわふわドーム
軽食コーナーもあり、家族みんなで楽しめるイベントです。
【開催時間】10:00～15:00

TEL 0155-42-2121

帯広市

とかち帯広空港

管制塔の見学や空港見学バスツアー、機体見学会など、航空
機や空港にちなんだ各種イベントを実施します。
【開催時間】10:00～15:00

0155-64-5320

豊頃町

JAとよころ
多目的広場

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

豊頃町の秋の味覚、秋鮭や野菜を特価で提供。
秋あじつかみ取り、特大スマートボール等の
ゲームや、もちまき、歌謡ショーなども行います。
【開催時間】9:00～14:30

国内唯一の国際ラリー大会。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。

よつば乳業（株）
十勝主管工場

帯広市空港事務所

産業まつり実行委員会
（事務局：豊頃町役場

企画課内）

015-574-2216

国際ﾗﾘｰ支援歓迎実行委員会
0155-22-8600

9月20日(日)

第40回
柏林公園まつり

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の掴み取りなど、イベント
も盛りだくさんです。

9月23日(水・祝)

第39回
帯広大正メークインまつり

帯広市

大正ふれあい広場

メークイン詰め放題、メークインの試食などの食のイベント
をはじめ、メークイン学校コーナー、大正野菜３兄弟のス
テージイベントを行います。

そばの産地「新得」で収穫されたばかりの風味豊かな新そば
を味わいませんか。
新得町保健福祉センター
趣向を凝らしたそば屋台やわんこそば大会などのステージイ
「なごみ」前駐車場
ベントももりだくさんです。
【開催時間】10:00～14:30

9月27日(日)

第14回しんとく新そば祭り

新得町

9月27日(日)

第40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

実りの秋に感謝した大感謝祭。海・山・畑の地場産品の当た
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。ゲストに森昌子・ヒロ青山を迎え、大好
評の秋鮭つかみ取りや地場産品即売会、豪華賞品が当たる抽
選会等。

9月27日(日)

第16回
2015オンネトー物語

足寄町

オンネトー国設野営場外

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、農産物販売等を行います。

９月下旬

ふるさと産業まつり

鹿追町

千の公園

鹿追町の秋を楽しむお祭り。鹿追町で生産された特産品が
販売され、特設ステージではキャラクターショーなどが行わ
れます。

大樹町観光協会事務局
01558-6-2114

帯広大正農業協同組合営農振興部
0155-64-4591

しんとく新そば祭り実行委員会
0156-64-0522

浦幌町観光協会
015-576-2181

NPO法人あしょろ観光協会

10月1日(木)
～
10月31日(土)

巨大じゃがいもアート

10月4日(日)

第42回
うまいっしょ”しんとく”
大雪まつり

10月4日(日)

みのり～むフェスタ
おとふけ２０１５

10月4日(日)

10月4日(日)

10月4日(日)

10月10日(土)
※雨天時翌日順延

10月10日(土)
～
11月8日(日)

芽室町

新得町

音更町

第38回
まくべつ産業まつり

幕別町

道の駅フェア・秋

中札内村

第8回清水「食」の
元気まつり
うらほろ収穫祭

オータムフェスタin十勝川

10月10日(土)
～
10月11日(日)

第19回しかおいそばまつり

10月11日(日)

第6回北海道・十勝
トレイルランニング
in
HONBETSU

赤レンガ倉庫
（芽室町東3条南1丁
目）

屈足運動公園

巨大ジャガイモ内での世界の子供達のアート展示
【開催時間】10:30～17:00
月曜休、予約不要、入場無料
新得町にはそば意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よ。
【開催時間】10:00～14:30

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
アグリアリーナ
動）を紹介しながら、いろいろな体験（マスコット、コース
（ホクレン家畜市場用地
ターづくり等）や音更町の「食」が楽しめるイベントです。
内）
【開催時間】10:00～15:00

百年記念ﾎｰﾙ前広場

道の駅なかさつない

ステージイベントや場産野菜、幕別和牛販売などの特産品
コーナーがあります。
【開催時間】10:00～14:０0
いつも道の駅なかさつないをご利用いただいているお客様に
日頃の感謝の気持ちをこめて「味覚の秋を楽しむ」をテーマ
に収穫祭を開催します。野菜の袋詰めなどグルメを堪能でき
るほか、子ども達に人気のピータンも登場します！

清水町

清水町の美味しいものが大集合。地元で大人気の「円盤焼
清水町ハーモニープラザ き」、「ワッフル」の実演販売他、まつり限定メニューに注
目。子供たちに大人気「バス型フアフア」も登場します。

浦幌町

道の駅うらほろ

水揚げされたばかりの秋鮭や採れたて野菜など、浦幌町特産
品の即売会。かぼちゃ割り大会やくじ引きで浦幌の秋を楽し
んじゃおう！

十勝エコロジーパーク

秋の澄んだ夜空を観察する「ナイトウォッチング」や、ドキ
ドキの夜間フライト「ナイトバルーン」（有料・中止の場合
あり）、カボチャをくり抜くジャックオーランタン作り等を
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。
【開催時間】20:00～21:00

音更町

鹿追町

本別町

鹿追町内のおそば屋さんが集結。各店舗のお蕎麦を食べ比べ
道の駅しかおい特設会場 できます。
そば打ち体験や早食い大会なども行われます。

義経の里本別公園
（本別町東町）

本別公園を中心に、展望台から市街地が見渡せる神居山や義
経山、本別川沿いの林道など自然豊かなコースで、トレイル
ランニングの魅力を十分に味わえます。
１５㎞コース（高校生以上4,000円）
１３㎞コース（中学生以上4,000円）
４㎞コース（小学生以上2,000円）

0156-25-6131

ふるさと産業まつり実行委員会
0156-66-4035
http://www.shikaoi.net/
NPO十勝めむろ赤れんが倉庫
080-2015-5853
http://memuroredbrick.web.fc2.co
m
大雪まつり実行委員会
0156-64-0522

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）
TEL

0155-42-2111
商工観光課

0155-54-6606
http://www.makubetsu.jp/kankob
ussankyokai/
中札内村観光協会
0155-67-2495
http://nakasatsunai.biog.fc2.corr
清水町観光協会
0156-62-1156
http://tokachi432.net/
浦幌町観光協会
015-576-2181

音更町十勝川温泉観光協会
TEL

0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/
鹿追そばまつり実行委員会
0155-66-4034
http://www.shikaoi.net/
北海道トレイルランニング実行委員会
（十勝毎日新聞社事業局）
0155-22-7555

月日(曜日)

イベント名

開催市町村

開催場所

10月11日(日)

ラリーとかち2015

陸別町

陸別サーキットほか

10月中旬

10月18日(日)

10月18日(日)

しほろ収穫祭

モール市場大感謝祭

第20回
忠類どんとこいむら祭り

士幌町

音更町

幕別町

士幌町農村運動公園
（スケート場）

十勝エコロジーパーク

道の駅･忠類

問い合わせ先
電話番号
URL

行事内容
（催事、時間、事前予約、参加費用等）
陸別サーキットを中心として、ターマックとグラベルのミッ
クスコースで行われるラリー競技。特にウォータースプラッ
シュは迫力満点です！
士幌味覚市 ～しほろ牛カットステーキ、しほろジャンボ鍋
（豚汁、おしるこ）、うどん
農産物廉価即売所
玉ねぎ＆じゃがいも袋詰め放題
ビンゴ大会
１年間の感謝を込めて、越冬野菜の特価販売、屋台、縁日、
野菜の詰め放題ほか、楽しいイベントを実施予定！
【開催時間】10:00～13:00
ナウマン太鼓、歌謡ショーなど 特産品コーナーでは忠類特
産ゆり根などの地場産野菜、忠類和牛の販売、抽選会と餅ま
きを行います。
【開催時間】10:00～13:30

10月24日(土)

ひろおサンタランドツリー
点灯式

広尾町

ノルウェーのオスロ市から、国外初のサンタランドとして認
広尾町大丸山森林公園 定された『広尾サンタランド』のツリー点灯式。メインツ
駐車場
リーの点灯を合図に町中のイルミネーションにも光が灯り、
（広尾町字広尾689） 町はクリスマスムード一色です。
【開催時間】15:00～

10月25日(日)

第10回 道の駅まつり
第14回 大収穫祭・秋の物産市

足寄町

道の駅
農産物や特産品を生産者が自ら販売・PRし足寄町の味覚を紹
あしょろ銀河ホール２１ 介します。

10月25日(日)

日産カップ
陸別こがらしマラソン

陸別町

日産自動車
北海道陸別試験場

自動車のテストコースをこの日だけ特別に走ることが出来る
マラソン。要事前申込み、先着250名。参加料一般1,500
円、中学生以下1,200円。午前8時受付開始、午前9時20分
開会式、10時10分スタート。

更別村

更別村ふるさと館
（屋外広場）

更別村の「食」が結集。村の農畜産品や特産品を是非味わっ
てみてください。

ラリーチームカンサー
090-3115-4089
http://rtc-rally.com/
しほろ収穫祭実行委員会
（士幌町産業振興課）
01564-5-5220
http://www.shihoro.jp/tourism/ev
ent_festival/agri_festival/
音更町十勝川温泉観光協会
TEL

0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/
幕別町役場忠類総合支所地域振興課
01558-8-2111
http://www.makubetsu.jp/kankob
ussankyokai/
広尾町水産商工観光課
01558-2-0177(月～金)
サンタの家
01558-2-3293 (土・日・祝)
http://www.town.hiroo.lg.jp/
NPO法人あしょろ観光協会
0156-25-6131
実行委員会
0156-27-2141

さらべつ大収穫祭実行委員会
（ふるさと館）
10月下旬

さらべつ大収穫祭２０１５

0155-52-2211
http://www.sarabetsu.jp/cms/inde
x.php?ID=172

道立十勝エコロジーパークは、春夏秋冬、日々公園の顔が違
う自然を大切にする公園です。
【開園時間】9:00～17:00
【休園日】12／29～1/3

公園管理事務所

4月１日(水)
～
3月31日(木)

十勝エコロジーパーク

4月18日(土)
～
3月28日(月)

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。毎週土・日・月曜日に開催中で
す。

帯広競馬場 0155-34-0825
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp
/nouseibu/baneishinkoushitsu/ba
nei.jsp

4月25日(土)
～
11月3日(火･祝)

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。

十勝観光連盟
道東道とかち連携協議会
0155-22-8600

4月25日(土)
～
10月25日(日)

ふるさと銀河線りくべつ鉄道

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。6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。

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。

十勝川温泉旅館組合

幕別町商工会忠類支所

4月25日(土)
～
10月31日(土)

シーニックカフェ
士幌高原ヌプカの里

音更町

士幌町

十勝エコロジーパーク

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

音更町

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。【開催日時】土･日･祝10:00～15:00

7月4日(土)
～
9月27日(日)

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。【開催時間】10:00～15:00

0155-32-6780
http://www.netbeet.ne.jp/~ecopar
k/index.html

りくべつ鉄道
0156-27-2244
http://rikubetsu-railway.jimdo.com/

士幌高原ヌプカの里
01564-5-4274
http://www.nupuka.jp/

0155-46-2447

01558-8-2141

幸福駅ハッピーダイヤル
｢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
0155－67－6611
す｡大切な人と素敵な思い出をつくりませんか｡要予約｡
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp
料金:5290円
【開催日】金･土･日･祝のみ(7月18日～8月23日は毎日開催) /shoukoukankoubu/kankouka/c0
30301happy_ceremony.html

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

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
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
十勝川温泉観光ガイドセ 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
ンター南側
癒してみてはいかがでしょうか。

5月2日(土)
～
10月18日（日）

十勝川温泉モール市場

音更町

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
十勝川温泉
しの足湯もあります。
観光ガイドセンター西側
【開催時間】土日祝9:00～14:00
※商品がなくなり次第終了

幸福駅

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/
道の駅さらべつ

6月上旬から
11月上旬まで

土日新鮮野菜市場

7月1日(水)
～
9月30日(水)

サホロ湖遊魚解禁

更別村

新得町

道の駅さらべつ

新得町サホロ湖

さらべつ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。期間中の土日のみ(９時から１６時)の営業となり
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/

0155-53-3663
http://www.sarabetsupipopa.jp/michinoeki/market/
新得町産業課観光係
0156-64-0522

