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＜平成25年5月～7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。

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

4月19日(金)
～
5月6日(月･祝)

第23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｣の川幅一杯に236匹の鯉のぼりが泳
ぐ。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。5日は河川敷でミニイベント開催。鯉のぼり形のハンバー
グ、ホエー豚丸焼きの無料提供ほか。10:00～14:00

01558-6-2114

4月27日(土)
～
5月6日(月･祝)

とかち平原miniマルシェ

芽室町

十勝平原ＳＡ
上下線

サービスエリア上下線に、フランクフルト､コロッケ､和牛ス
テーキハンバーグや豚丼など、十勝各市町村の店が日替わりで
出店。どのメニューが食べられるかは、来てのお楽しみです。

広域交通ﾈｯﾄﾜｰｸ活用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
推進協議会(芽室町商工観光課)

士幌高原ヌプカの里

士幌高原
ヌプカの里

水芭蕉があたり一面に咲き誇ります。水芭蕉園は士幌町農協の
牧場敷地内にあり、マナーを守って鑑賞してください。道道士
幌然別線沿いの駐車場(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。

4月下旬
～５月上旬

士幌高原ヌプカの里
水芭蕉園

士幌町

大樹町観光協会

0155-62-9736
01564-5-4274
http://www.nupuka.jp/

4月下旬
～
10月上旬

ぬかびら源泉郷
早朝熱気球体験搭乗

上士幌町

ぬかびら源泉郷

ひがし大雪自然館
旧ひがし大雪博物館前駐車場を会場として、6:00～6:50で実
01564-4-2323
施します。大人:1500円 小学生:1000円。
天候によって実施されない場合があります。
http://www.kamishihoro.jp/shizenkan

5月1日(水)

ひがし大雪自然館オープン

上士幌町

ぬかびら源泉郷

東大雪地域の自然と観光の新しい拠点が新規オープンします。
環境省ぬかびら源泉郷ビジターセンターとひがし大雪博物資料
館からなる施設です。

十勝川温泉
観光ｶﾞｲﾄﾞｾﾝﾀｰ
西側

十勝川温泉周辺の新鮮朝どり野菜や音更高校農業科で生育した
花苗、地場産加工品等の販売を実施。南側では、源泉かけ流し
の足湯もオープン。ＧＷは静岡県下田市の特産品が初登場。
9:00～14:00 ※商品がなくなり次第終了

5月3日(金･祝)
～
10月20日(日)
土･日･祝日

十勝川温泉モール市場

5月11日(土)

咲くらまつり

音更町

5月11日(土)

豆を育てよう♪

中札内村

5月12日(日)

第63回新得神社山桜まつり

新得町

音更町

鈴蘭公園

桜を楽しみながらの宴会。手ぶらで来ても楽しんでいただける
ように、焼台･炭･箸･皿のセットを1,000円でレンタル。
10:00～15:00。5/10(金)～12(日)は夜7時～9時半ライト
アップ。

豆資料館ﾋﾞｰﾝｽﾞ邸 おいしい豆の栽培をご家庭で♪豆の種を育て方付きで無料配布
道の駅
します。7種類の豆の中からお好きな2種類をお選びいただけ
なかさつない内 ます。先着50名様。無くなり次第終了。

新得神社境内

古くから桜の名所として親しまれてきた新得神社山。町民有志
の手で「桜まつり」を開催します！
5月下旬まで夜間ライトアップの桜もお楽しみください。

上士幌町観光協会
01564-2-3355
http://www.kamishihoro.info/
音更町十勝川温泉観光協会
0155-32-6633
http://www.tokachigawa.net/
音更町商工会
0155-42-2246
豆資料館ビーンズ邸
０１５５－６８－３３９０
http://www.beans-museumnakasatsunai.jp/
第63回新得神社山桜まつり
実行委員会 事務局 杉本
090-8896-5902

１万６千株ものエゾムラサキツツジと２千本のエゾヤマザクラ
本別町観光協会
が一斉に開花。直径約2mの鍋で作る『ジャンボ義経鍋』の格
（事務局 本別町企画振興課）
義経の里本別公園
安提供,ステージショー,ふわふわ遊具,ゲーム大会,野点,カメラコ
0156-22-2141
（本別町東町）
ンテストなど子どもから大人まで楽しめます。10:00～
http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp
14:00
/tour/event.html
帯広観光社交組合
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
緑ヶ丘公園
0155-22-3906
選会などを楽しみませんか。10:00～14:00

5月12日(日)

第5５回本別山渓つつじ祭り

本別町

5月12日(日)

第２８回おびひろ桜まつり

帯広市

5月18日(土)

二ペソツ山標高年事業記念
登山家栗城史多氏講演会

上士幌町

糠平温泉文化ﾎｰﾙ

5月18日(土)
〜
5月19日(日)

しかおい花市

鹿追町

道の駅しかおい

5月19日(日)

2013
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)

5月19日(日)

札内川園地探検隊
～春をさがそう～

中札内村

札内川園地

春の野草や鳥のさえずりなど、春を探しながらウォーキング！
要予約。6/23(日)は巨木観察を実施します。要予約。

5月19日(日)

第1回
さらべつ すももの里まつり

更別村

すももの里広場

満開のすももの花と会場に広がる香りをゆっくりとお楽しみく
ださい。村特産品の販売やお楽しみイベントも盛りだくさん。

5月19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
スを走る白熱したレースを繰り広げる迫力のあるオフロード
レースです。入場料：大人1,200円、高校生以下無料。

ｵﾌﾛｰﾄﾞﾚｰｽ実行委員会事務局
0156-27-2141

５月19日(日)

第９回愛の国さくらまつり

帯広市

北愛国交流広場

キャラクターショー、ふわふわランド、クニ河内さんらが出演
する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。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)

5月26日(日)

6月2日(日)

6月6日(木)
〜
7月8日(月)

6月8日(土)

足寄ふるさと花まつり

第３４回広尾つつじまつり

グレートフィッシング
ファーストステージ(ｵｼｮﾛｺﾏ遊漁解禁)

足寄町

広尾町

鹿追町

上士幌町商工観光課
01564－2－2111
http://www.kamishihoro.jp/sp/nipeso
tsu2013
鹿追町建設水道課花係
花苗・山野草・プランター・土や肥料等のガーデニングに欠か
0156-66-4033
せない園芸資材を販売。9:00～15:00
http://www.town.shikaoi.lg.jp/
狩勝トレイルラン実行委員会
100年前に造られた旧狩勝線の線路跡と林道をコースに使
用。日本三大車窓といわれた展望コースもある山岳区間を走破
0156-64-4948
してみませんか。
http://www.karikachi.org/
本年は当町にある二ペソツ山が標高年(標高＝西暦)である
2013年を記念して栗城史多氏講演会を開催。参加無料･整理
券要･問合せ右記まで。

中札内村観光協会
0155-67-2495
http://nakasatsunai.blog.fc2.com/
更別村観光協会
0155-52-2115

0155-67-5571
足寄町役場経済課
林業商工観光室

足寄町里見が丘

５月上旬～夜桜ライトアップ
５月２６日 町民ステージショー、牛の丸焼き、抽選会等

大丸山森林公園

大丸山森林公園内に咲き誇る約12，000本のエゾヤマツツジ
を鑑賞しながら、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、特産品コーナーやゲーム大会もあり。9:30～
15:00

広尾町水産商工観光課
01558-2-0177(月～金)
01558-2-2111(土･日･祝)

然別湖を期間限定で解禁。釣ったオショロコマは持ち帰り禁
止。この魚は、陸封型のイワナ(ミヤベイワナ)で、湖で生活す
るといった独自の進化を遂げた魚です。(6:00～15:00)

北海道ツーリズム協会

然別湖

0156-25-2141

http://www.town.hiroo.lg.jp/

0156-69-7333
http://www.shikaribetsu.com/

第５回
十勝川温泉ﾌｯﾄﾊﾟｽｳｫｰｷﾝｸﾞ

音更町

十勝ｴｺﾛｼﾞｰﾊﾟｰｸ
集合

十勝エコロジーパーク財団
エコロジーパークと十勝川温泉周辺を自分のペースでのんびり
歩き初夏の十勝を満喫。｢河畔の森コース｣はエコパークから十
0155-32-6780
勝川沿の風景を、｢丘陵コース｣は十勝が丘展望台を目指し、雄
http://www.tokachi-ecopark.jp/
大な自然を楽しめます。9:30～13:00

ぬかびら源泉郷
ウォーキングイベント

上士幌町

ぬかびら源泉郷

昨年好評を得たウォーキングイベント。歩いてぬかびらの魅力
を体験しよう。

上士幌町商工観光課
6月中旬

01564－2－2111

月日(曜日)

イベント名

開催市町村

６月中旬
～
９月上旬日曜日

帯広まちなか歩行者天国
（オビヒロホコテン）

帯広市

6月16日(日)

第14回ウールチャレンジ
in十勝＠清水町

清水町

6月16日(日)

八千代牧場まつり

帯広市

6月22日(土)
～
7月7日(日)

モール温泉夢ボタル鑑賞会

音更町

6月22日(土)
～
7月28日(日)

｢花風景｣ハナックと花ロード

音更町

6月22日(土)
23日(日)

第19回十勝清水やきもの市

開催場所

趣向をこらした市民企画型のイベントが満載。気軽に参加で
広小路・藤丸周辺 き、幅広い年代が楽しめます。十勝の食材を豊富に取り入れた
飲食の提供もあり。どうぞお越しください。11:00～16:00

美蔓亭
(清水町字美蔓)

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）

帯広まちなか歩行者天国実行委員
会事務局0155-23-4510
http://www.hokoten.net/

美蔓亭
食肉､毛皮､羊毛用の羊を育てている北海道･十勝／道東の羊飼
いと羊毛作家が集まり開催する｢羊にまつわるイベント｣。羊と
0156-62-5033
のんびり過ごす一日。羊に触れて、羊を遊ぶ。羊毛を使ったク http://www.geocities.jp/woolchalleng
ラフト体験など、入場料300円（中学生以下は無料）
etokachi/

帯広市農政課
0155-59-2323
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/no
業に触れ合える祭りです。ご家族みんなでお楽しみください。 useibu/nouseika/c020233yachiyomat
suri.html
音更町十勝川温泉観光協会
モール温泉によって育ったヘイケボタル達の躍動が、十勝川温
十勝が丘公園
泉の短い夏を彩ります。驚きと感動を体験できる2週間。参加
0155-32-6633
ホタルのせせらぎ
無料。20:00～21:00
http://www.tokachigawa.net/
十勝牛の網焼き無料配布や牧草ロールころがし体験、農畜産物

八千代公共育成牧場 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

音更町十勝川温泉観光協会

十勝が丘公園
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
十勝川温泉街一帯 なしします。

0155-32-6633
http://www.tokachigawa.net/

清水町

清水町観光協会

道内５０以上の窯元が清水町に大集合！個性豊かな作品が展
清水町ｲﾍﾞﾝﾄ広場
示・販売されます。陶芸体験(有料)、茶菓子(無料)で一息つけ
(JR十勝清水駅横)
る野点コーナーも毎年好評です。

6月28日(金)

チョマナイかい

幕別町

忠類
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1日(月)
～
9月30日(月)

サホロ湖遊漁解禁

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

7月6日(土)

第４２回白蛇姫まつり

鹿追町

鹿追町然別湖畔

アイヌ民族の伝説として創作された白蛇姫まつり。13mと8m
の親子2匹の白蛇と姫による幻想的な舞を展開します。

0156-62-2112
http://tokachi432.net/
幕別町商工会忠類支所
01558-8-2141
新得町産業課観光係
0156-64-0522
http://www.shintokutown.jp/kankou/asopsite/

鹿追町観光協会（鹿追町役場商工観光課内）

０１５６－６６－４０３４
http://www.shikaoi.net/

中札内村観光協会
やまべ・ニジマスの放流がお祭りスタートの合図！清流札内川
0155-67-2495
で気軽に渓流釣りが楽しめる。ステージショーや体験ブースも
登場。ご家族連れで楽しめます。
http://nakasatsunai.blog.fc2.com/

7月7日(日)

第４２回ピョウタンの滝
やまべ放流祭

中札内村

札内川園地

7月13日(土)
～
15日(月･祝)

イリスフェスタinめむろ

芽室町

芽室公園

7月14日(日)

まくべつ夏フェスタ2013

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

7月20日(土)
～
8月10日(土)

第15回中札内花フェスタ

中札内村

中札内村全域

個人や団体のお庭を公開する期間限定オープンガーデン。道の
駅なかさつないで花めぐりマップを配布。精込めて育てたお花
屋アイデアあふれるガーデンデザインをお楽しみください。

7月21日(日)

第３４回歴舟川砂金掘探訪会

大樹町

砂金掘り体験地
(ｶﾑｲｺﾀﾝ公園
ｷｬﾝﾌﾟ場)

歴舟川は、かつて砂金掘師たちで賑わった川です。砂金掘友の
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
験していただきます。(事前申込)参加費1,000円、ラミネート
加工費１枚２００円別途負担

01558-6-2114

7月20日(土)
～
21日(日)

第５回ふるさと銀河線
りくべつ鉄道まつり

陸別町

駅前多目的広場

銀河線に乗車して豪華景品も当たる大抽選会に参加しよう。
ステージショー、バルーンアート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！！

0156-27-2141

7月27日(土)

第35回清流まつり

清水町

駅前イベント広場

地元の小・中・高校の吹奏楽の演奏をはじめ、ハーモニカード
商店会の抽選会やよさこいの演舞など催し物や企画が盛りだく
さん。その他飲食店が多数出店し清水町のおいしいものをご提
供。清水町の短い夏を楽しんでいただく町民還元のイベント。

0156-62-2208

7月28日(日)

第20回そばの里まつり

新得町

新得そばの里公園

氷上かけそば早食い大会・手打ちそば実演講習会・そば殻さが
し等、子どもから大人まで楽しむことができます。

２.7ヘクタールの花菖蒲園の中に６１０種類、約2万5千株の
花が初夏の芽室を彩ります。休憩所では野点を行いますので、
ゆっくりご鑑賞ください。10:00～16:00(予定)

芽室町観光物産協会
0155-66-6522
http://www.memuro.info/
幕別町役場商工観光課
0155-54-6606
花フェスタ実行委員会
0155－67－2495

大樹町観光協会

陸別町観光協会

清水町商工会

そばの里推進協議会
(新得物産(株)内)
0156-64-5213

4月27日(土)
～
9月29日(日)
土日

シーニックカフェ
士幌高原ヌプカの里

士幌町

4月27日(土)
～
10月27日(日)
土･日･祝

トカプチ雄大空間
シーニックカフェ

十勝が丘展望台

花時計ハナックをさらに登った場所に位置し、十勝川はもちろ
ん、エコロジーパークや日高山脈を一望できます。土･日曜日
は、コーヒー･お茶の無料サービスもあります。10:00～
15:00

十勝川温泉旅館組合

音更町

7月1日
～
9月30日
土・日

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

幕別町商工会忠類支所

南十勝夢街道
シーニックカフェちゅうるい

4月27日(土)
～
10月27日(日)

りくべつ鉄道

陸別町

道の駅
オーロラタウン
９３りくべつ

りくべつ鉄道
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
0156-27-2244
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。
http://business4.plala.or.jp/rikutetu/

士幌高原
ヌプカの里

士幌高原ヌプカの里ロッジヌプカのテラスでシーニックカフェ
をオープン。日高山脈や十勝平野を一望しながらコーヒーブレ
イクはいかが。10:00～16:00

士幌高原ヌプカの里
01564-5-4274
http://www.nupuka.jp/
0155-46-2530

01558-8-2141

4月27日(土)
～
9月30日(月)

幸福駅ハッピーセレモニー

帯広市

幸福駅

帯広観光コンベンション協会
｢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で大
切な人と素敵な思い出を。オープニングセレモニー:4月27日
0155-22-8600
(土)参加費用:3,000円(2人1組:貸衣装代,記念証,記念品代含)･
(30分程度着替時間含)･要予約。愛国･幸福駅は二人で行きた http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/sh
oukoukankoubu/kankouka/c030301ha
いマイナビ･アンケートで恋人の聖地第1位に。
ppy_ceremony.html

4月14日(日)
～
3月24日(月)

ばんえい競馬

帯広市

帯広競馬場

最高１tものソリをサラブレッドの約２倍の大きさのばん馬が 帯広市ばんえい振興室0155-34-0825
曳いて、２つの大きな障害(坂)を乗り越える世界で唯一のレー
ス。毎週土・日・月曜日.。ナイター開催/4月14日～11月18 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/no
useibu/baneishinkoushitsu/banei.jsp
日 14:30～20:30 ※変更になる場合があります。

◆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/

