平成29年度 しりべしイベント情報
4月24日現在
開催期日

イベント名

4月9日 （日） 蘭越町ニセコ連峰歩くスキー大会

日本でシーズン最後の歩くスキー大会

蘭越町

チセヌプリスキー場

お問合せ先
蘭越町商工労働観光課
観光係 57-5111
0136-23-0343

フリースタイルのモーグル大会、ジュニアモー
倶知安町
グルレッスン

ニセコグランヒラフスキー場 (マウンテンショップニセ

さくらますの故郷積丹町から、さくらますを食
べて、泊まって、楽しむスタンプラリー開催。５
月２７日（土）には、サクラマスサンクチュア
積丹町
リーセンターにて、サクラマスの生態を学び、
稚魚の放流が体験でき、サクラマスを使用し
た料理の試食ができます。

積丹町内

積丹観光協会
0135-44-3715

地元の特産品等を販売する「いわないタラ丸
市場」がオープンします。

岩内町

マリンプラザ自由広場

岩内町企画産業課
0135-67-7096

5月3日 （水）
ルスツ花火大会
～5月6日 （土）

ＧＷ花火大会 20：00～（荒天時中止）

留寿都村

ルスツリゾート

ルスツリゾート
0136-46-3111

5月3日 (水)
～5月6日 (土)

すり身汁､にしんそば､たら丸焼きなど、岩内町
岩内町
ならではの味を提供するイベント。

道の駅いわない
イベント広場

道の駅いわない
ガイドセンターたら丸館
0135-63-1155

4月29日 （土）
カラフルルスツ
～6月25日 （日）

ちびっこエッグハンティング・ふわふわウサギ
ふれあい広場・春の手作り体験など開催

ルスツリゾート

ルスツリゾート
0136-46-3111

5月13日 （土）
2017てみや春うたライブ
～5月14日 （日）

境内にかがり火をたいて縁日とライブを開催。
初日は雅楽にて開会。かがり火に照らされた
神社の幻想的な雰囲気が楽しめる。手作り感 小樽市
いっぱいのアットホームな春の桜をめでるライ
ブ。

小樽稲荷神社境内

同実行委員会
0134-22-2591

ガイドが２つのブナ林（歌才と添別）を御案内
し、芽吹いたばかりのブナの若葉を御覧にな
れます。
黒松内町
夕食には、歌才自然の家レストラン「キリカ」の
通常メニューに加えシェフが腕をふるう春の山
菜料理を御賞味いただけます。

歌才ブナ林
添別ブナ林

歌才自然の家
0136-72-3010

小樽市の春の恒例イベント。毎年恒例の指定
された飲食店３店舖をはしごする「喰いだおれ
小樽市
大会」や、小樽商科大学生らが企画したさまざ
まなイベントが楽しめます。

同実行委員会（おたる政
花園銀座等市内商店街 寿司内）
0134-29-0011

約650株のボタン・シャクヤクの花が庭園に咲
き、期間中の土曜日にはイベントが予定され
小樽市
ています。さらに、着物で来館の方は旧青山
別邸の入館料（1,080円）が無料になります。

小樽貴賓館
（旧青山別邸）

4月2日 （日）

ニセコフリースタイルセッション
第27回ニセコスーパーバンプス

開催場所

行事内容

4月22日 （土）
どっこい積丹さくらます祭り
～5月28日 （日）

4月22日 （土） いわないタラ丸市場営業開始

たら丸館前味覚市

5月27日 （土）
～5月28日 （日）
春のブナ林宿泊パック
5月20日 （土）
～5月21日 （日）

5月26日 （金）
おたる春祭り
～5月28日 （日）

5月20日 （土）
第12回牡丹・芍薬まつり
～7月2日 （日）

5月28日
（日） すっつ春の味覚マルシェin軽トラ市
開催予定

5月29日 （日） 特別巡回ラジオ体操
6月3日
ワイスホルン・ニセコ神仙沼
（土）
（予定）
自然休養林山開き
6月3日 （土） おたる祝津にしん群来祭り
～6月4日 （日） ～たなげ！！鰊村～
6月4日 （日） ニセコ山開き

留寿都村

鮮魚販売、活貝（かき、ホタテ）、海鮮屋台、水
産加工品販売などを実施。町内及び近隣町村
寿都町
で収穫される農水産物や工芸品を軽トラックで
販売。
NHKテレビ・ラジオ体操の特別巡回収録（全国
9箇所）が黒松内小学校グラウンドで行われま 黒松内町
す。

コ343内)

にしん御殿
小樽貴賓館
0134-24-0024

道の駅「みなとま～れ
寿都町産業振興課
寿都」～大磯商店街通
0136-62-2602
り
晴天：黒小グラウンド
雨天：町総合体育館

黒松内町教育委員会
0136-72－3160

神仙沼

共和町観光協会
0135-73-2011

祝津前浜において両日、無料で鰊500尾（2日
で1,000尾）を焼いて食べたり、ほかにもイベン 小樽市
ト盛りだくさん

祝津前浜周辺

実行委員会
080-4505-2424

ニセコ山開き、遭難者慰霊祭、登山者安全祈
蘭越町
願祭、記念登山

ニセコ五色温泉

ニセコリゾート観光協会
0136-44-2420

山開き、安全祈願祭、アトラクション

共和町

6月上旬 （日）

まっかりフラワーロード
ゆり植え

真狩村―留寿都村間の道々岩内洞爺線（66
号）の沿道2キロに渡って咲くユリの花の植
栽。誰でも無料で参加でき、参加者には球根
のプレゼントあり。

真狩村

道の駅真狩
フラワーセンター
13:00集合

村づくり研究会事務局
（役場総務企画課
地域振興係）
0136-45-3613

6月10日 （土）

羊蹄山ひらふ登山口コース
半月湖開き

羊蹄山ひらふ登山口コース・半月湖開き、登
山者安全祈願祭、遭難者慰霊祭

倶知安町

半月湖畔駐車場

倶知安観光協会
0136-22-3344

6月11日 （日） ネイチャーライド

ニセコの大自然を満喫できるグループライドイ
倶知安町
ベント。

町内

実行委員会（
倶知安観光協会内）
0136-55-5372

6月18日 （日） おたる運河ロードレース大会

距離別マラソン大会
（2.5km、5km、10km、ハーフ）

運河周辺

同実行委員会
（市教育委員会内）
0134-32-4111内線318

小樽市
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6月18日 （日）

イベント名
真狩登山口コース山開き
（羊蹄山南コブ山登山会）

6月24日 （土） 後志BBQサミット

7月8日
～7月9日
7月22日
～7月23日

（土）
（日）
夏のブナ林宿泊パック
（土）
（日）

6月25日 （日） 第１2回積丹ソーラン味覚祭り

古平漁港
東しゃこたん漁協祭

未定

6月30日 （金）
ＡＲＫ RALLY 洞爺
～7月2日 （日）

7月1日 （土）
ルスツ 北海道まるごと夏休み
～8月27日 （日）

7月2日 （日） 神恵内沖揚げまつり

開催場所

行事内容

お問合せ先

登山者の安全祈願祭が開催される他、往復２
時間程度の初心者向けコースをハイキングす
真狩村
る登山会を実施。参加者には山開きの記念品
等の配布あり。

集合：羊蹄山真狩
コース登山口駐車場
7:50受付開始

真狩村観光協会
0136-45-2243
（真狩村教育委員会
0136-45-3336）

後志管内商工会青年部主催の食のイベント。
昨年の京極町に続き、黒松内でも各市町村の 黒松内町
食材をサミットさせてBBQします。

黒松内町役場裏駐車場

黒松内町商工会青年部
0136-72－3231

ガイドが２つのブナ林（歌才と添別）を御案内
し、夏真っ盛りのブナが御覧になれます。
夕食には、歌才自然の家レストラン「キリカ」の 黒松内町
通常メニューに加えシェフが腕をふる旬の料
理を御賞味いただけます。

歌才ブナ林
添別ブナ林

歌才自然の家
0136-72-3010

積丹を代表する味覚であるウニ漁が６月に解
禁となることから、ウニを始めとした積丹町の
味覚を浜値で提供します。他、ソーラン節発祥 積丹町
の地として知られる積丹町の郷土芸能の披露
などがあります。

美国漁港広場

積丹ソーラン味覚祭り実
行委員会事務局
（商工観光課内）
0135-44-3381

魚介類、水産加工品、イチゴなどの地場産品
古平町
の販売

東しゃこたん漁協
生産部直売所前

東しゃこたん漁協生産部
0135-42-2518

真狩村
※2コースで実施

ARK RALLY 洞爺
主催事務局
011-753-9140

ルスツリゾート

ルスツリゾート
0136-46-3111

全日本ラリー選手権洞爺大会のレースの一部
が、真狩で開催。林道を駆け抜けるそのス
ピードは迫力満点。近隣町村で実施される他 真狩村
のステージも必見。
※村内でのレースは1日（土）に実施予定
夏休みはルスツサマーカーニバルサーカスを
開催。羊蹄ゴンドラ夕日便やスーパージャンボ
プールやナイター遊園地なども開催。ぜひお
留寿都村
楽しみください。※各イベントの開催期間は異
なるので、公式ホームページでご確認くださ
い。
各種アトラクション、出店、ウニ丼

神恵内村

神恵内村公有地イベン 同実行委員会
ト広場
0135-76-5115

7月1日 （土）
北海ソーラン祭り
～7月2日 （日）

ソーランパレード・ステージショー・アトラクショ
ン・名産品フェスティバルなど楽しいイベント盛
りだくさん！！ソーラン武士!!も登場！最終日 余市町
には、毎年大人気の約4,000発の花火大会が
会場を盛り上げます。

町内一円

7月5日 （水）
美国神社例大祭
～7月6日 （木）

積丹町は美国町にある美国神社のお祭り。町
内を天狗、御輿、山車が練り歩く。夜には、境 積丹町
内で火渡りをし清める。天狗の火渡りは勇壮。

美国町内

7月7日 （金）
岩内神社例大祭
～7月9日 （日）

伝承芸能の赤坂奴に導かれ、雄壮な２基の神
輿が町内を練り歩く。海上渡御の後は、２基の
岩内町
神輿が神社坂を駆け上る迫力満点のクライ
マックスをむかえます。

町内一円

岩内神社社務所
0135-62-0143

7月7日 （金）
古平琴平神社祭り
～7月9日 （日）

大漁と海の安全を祈願する琴平神社の春祭り
古平町
で天狗（猿田彦）の火渡りが見どころ

古平町内

社務所
0135-42-2249

日本でも指折りのロードレースであるツール・
ド・北海道でも使われたニセコ山系の４町を結
ぶコースを走る一般サイクリスト対象のロード
レース。ＵＣＩワールドシリーズの公式大会で
コースは70kmと140kmの2種類

70㎞：蘭越町ランラン公
園（スタート）、ニセコグ
ラン・ヒラフスキー場
実行委員会（北海道イベ
（ゴール）
ンツ内） 0136-55-6081
140㎞：ニセコグラン・ヒ
ラフスキー場
（スタート・ゴール）

7月9日 （日）

第4回 ニセコクラシック
（Niseko Cｌａｓｓｉｃ）

7月9日 （日） 仁木町さくらんぼフェスティバル

7月15日 （土） 群来まつり

さくらんぼのPR。さくらんぼの種とばしや即売
会、郷土芸能等。いろいろなゲームも楽しめま 仁木町
す。

農村公園
フルーツパークにき予
定

同実行委員会
0135-32-2711

泊の味コーナー、各種ゲーム、歌謡ショー、花
泊村
火大会

盃海水浴場

同実行委員会
0135-75-2101

7月15日 （土）
おたる☆浅草橋オールディーズナイト オールディーズバンドが演奏します。
～7月17日 （月）
7月15日 （土）
7月16日 （日）
7月15日
～7月16日
7月22日
～8月26日

寿都神社例大祭

（土）
（日）
ルスツスペシャル花火大会
（土）
（土）

7月15日 （土）
ニセコフェスティバル
～10月9日 （月）

倶知安町
蘭越町
ニセコ町
共和町

同実行委員会
0135-21-2125
0135-23-2116

小樽市

小樽港第３号ふ頭多目 実行委員会
的広場
0134-23-3484

各町内会の山車、子供奴、松前神楽、若者に
寿都町
よる御神輿渡御など、市街地を練り歩く。

寿都神社

寿都神社
0136-62-2231

連日連夜1,200発の花火が夜空に舞う！音と
光と映像のコラボが生み出す世界はもはや花
留寿都村
火を超えたアートの世界!!（7/15～7/16 20：00
～ 7/22～8/26 20：45～ 荒天時中止）

ルスツリゾート

ルスツリゾート
0136-46-3111

「ニセコならでは」の魅力を知っていただくため
「ニセコエリア」の農・商工・観光事業者・関係
倶知安町
団体が総合力を発揮して、お客様をお迎えす
ニセコ町
るためのキャンペーン。トレジャーハントやハ
蘭越町
ロウィンなどのイベントのほか、豊富で手頃な
アクティビティが満載！

ニセコエリア内各所

同実行委員会
0136-43-2051
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イベント名

開催場所

行事内容

7月16日 （日） 名水の里きょうごくしゃっこいまつり

キャラクターショーや歌謡ショーなど各種イベ
ント

7月16日
（日） マリン・フェスタ in 小樽
（予定）

お問合せ先
同実行委員会
0136-42-2111

京極町

ふきだし公園

「海の日」にちなんだイベントで、各会場で
様々なイベントを楽しめます。

小樽市

小樽築港臨海公園前水
域、小樽港マリーナ、ウ
イングベイ小樽＆マリン （株）マリンウェーブ小樽
ロード・JR小樽築港駅、 0134-22-1311
新日本海フェリーターミ
ナル（予定）

ニセコアンヌプリの中腹まで、標高差500mを
一気に駆け上がるサマーゴンドラ。その運行
開始を記念して、ゴンドラの特別料金運行を
はじめさまざまな催しを行います。

倶知安町

ニセコグラン・ヒラフスキー場

ニセコ グラン・ヒラフ
0136-22-0109

足で地面を蹴って進む全く新しいコンセプトの
ランニングバイク「ストライダー」。そんなストラ
イダーを使った、はじめてのレースが楽しめる
倶知安町
のが「ストライダーエンジョイカップ」です。乗り
始めの2才のお子さまから気軽にご参加いた
だけます。

ニセコグラン・ヒラフスキー場

ストライダーエンジョイ
カップ事務局
03-6435-4374

7月20日 （木） こぶし杯パークゴルフ大会

1日間:36ホールでの競技、対象は一般男女

昆布町100年の森PG場

蘭越町商工労働観光課
観光係 57-5111

7月中旬

水産加工品や地場農産品などの産直市！そ
の他、味覚市屋台などを開催。駅前通りを歩 岩内町
行者天国にして、軽トラの荷台で販売

駅前通り商店街

岩内商工会議所
0135-62-1184

後志の旬の味覚を楽しんでいただくマーケッ
ト。採れたての新鮮野菜、魚介類、焼きたてパ
倶知安町
ンや淹れ立てコーヒーなど盛り沢山。今年は
早起きをしてヒラフへ行こう！

ホテルニセコアルペン
前

倶知安観光協会
0136-22-3344

小・中学生によるサマージャンプ大会

余市町

竹鶴シャンツェ

同実行委員会
0135-23-5001

7月26日 （水）
ほたると森の復活祭
～7月27日 （木）

ほたるを見ながらの野外ステージ
ビアガーデン等

小樽市

朝里クラッセホテル
敷地内

同実行委員会
0134-52-3800

7月27日 （水）
倶知安神社例大祭
～7月29日 （金）

倶知安町の神事。町指定無形文化財「赤坂
奴」が町中を威勢よく練り歩きます。

倶知安町

町内

0136-22-0666
倶知安神社

7月28日 （金）
おたる潮まつり
～7月30日 （日）

潮ねりこみ(踊りパレード)、みこしパレード、ス
小樽市
テージショー、大花火大会等

市内中心部・小樽港

同実行委員会事務局
（市観光振興室内）
0134-32-4111（内267）

7月28日 （金）
小樽 がらす市
～7月30日 （日）

素敵なガラス製品の展示・販売のほか、製作
体験も行います。

手宮線跡地

実行委員会事務局
（市産業振興課内）
0134-32-4111内線263

7月15日 （土） グラン・ヒラフ
～7月16日 （日） おひろめフェスタ

7月16日 （日）

ストライダーエンジョイカップ
ニセコステージ

いわない軽トラック市

7月15日 （土）
Niseko Green Market 2017
～7月16日 （日）

7月31日 （月）

余市町全日本ジュニア
サマージャンプ大会

蘭越町

小樽市

～山の日制定記念～
7月29日 （土） THE キャンプ フェス
※環境省後援予定

今年度から制定される山の日を記念して、村
の地域おこし協力隊等が企画する初のイベン
ト。音楽ライブやトークショー、自然体験、記念
真狩村
登山など、羊蹄山自然公園内で様々なイベン
トを開催。参加料は無料。夏休みの思い出に
ぴったりの盛り沢山な内容。

羊蹄山自然公園
14:00～21:00
※予定※

真狩村（総務企画課
商工観光係）
0136-45-3613
（森林学習展示館
0136-45-2955）

7月30日 （日） せせらぎ祭り

尻別川にちなんだイベント（クイズ・バーベ
キュー・フリーマーケット等）

尻別川河川敷

蘭越町商工労働観光課
観光係 57-5111

メイン会場である町営野球場にバーベキュー
コンロを並べ、牛肉や豚肉、農産物を青空の
下で豪快に味わうイベントです。
黒松内町
会場では、様々なアトラクションが行われ、多く
の参加者で盛り上がります。

町営野球場ほか

同実行委員会
0136-72-3835

7月29日 （土）
ビーフ天国まるっと黒松内
～7月30日 （日）

蘭越町

未定

岩内町長杯全道U-10サッカー大会

小学4年生以下チームを対象としたサッカー大
会。Jリーガーを夢見るサッカー少年達が全力 岩内町
をぶつけあう

岩内運動公園サッカー 岩内町教育委員会
場
0135-62-0001

未定

古平漁港
東しゃこたん漁協祭

魚介類、水産加工品、イチゴなどの地場産品
古平町
の販売

東しゃこたん漁協生産
部直売所前

東しゃこたん漁協生産部
0135-42-2518

8月4日
（金） フラワーロード花見会
※予定

6月に真狩―留寿都間の沿道2キロに渡って
植付けしたフラワーロードの開花に合せた「花
見ビール会」。村の農産物などを使ったピザを
販売するなど、村づくり研究会手づくりの露店
がズラリ！今年は新たに「ハーブ豚フランク」 真狩村
や「関西人が作る本場のたこ焼き」が目玉グ
ルメとして登場！当日チケットをお買い求めい
ただいた方にはユリの切花のプレゼントあり
（数量限定）。

道の駅
真狩フラワーセンター
特設会場

村づくり研究会事務局
（役場総務企画課
地域振興係）
0136-45-3613

8月5日 （土） 七夕の夕べ花火大会

花火大会、露店コーナー、手持ち花火等、小さ
なふるさとならではの花火大会。すぐ目の前で ニセコ町
上がる打上げ花火は必見

運動公園

同実行委員会
0136-44-2214

じゃがいも王国倶知安ならではのお祭り。会
場ではジャガイモに触れて楽しめるイベントが 倶知安町
盛りだくさん！

倶知安駅通り

実行委員会
（同役場まちづくり新幹
線課内）
0136-56-8012

8月5日 （土）
くっちゃんじゃがまつり
～8月6日 （日）
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8月5日 （土）
daiichiサマービアガーデン
～8月6日 （日）

くっちゃんじゃが祭りと同時開催。抽選会やス
ペシャルゲストを招いたトークショーなどを実 倶知安町
施

第一会館駐車場

ホテル第一会館
0136-22-1158

8月5日 （土）
カルデラの味覚まつり
～8月6日 （日）

スイカ・メロン500円食べ放題、農産物等の即
売会。チビッコフェスティバル、ラッキーチャン 赤井川村
ス他

カルデラ公園

同実行委員会
0135-34-6755

8月5日 （土）
まっかり花フェスタ
～8月6日 （日）

花ユリの王様・カサブランカや各種切り花、地
元農産物などの特売会。例年花を買い求める
長蛇の列ができる。
真狩村
※両日のいずれかで、真狩高校生カフェ「La
mikka（ラ ミッカ）」が出店し、野菜スイーツなど
も販売される。

道の駅
真狩フラワーセンター
特設会場

（株）真狩フラワー
振興公社
0136-48-2007

8月5日 （土）
堺町ゆかた風鈴まつり
～8月6日 （日）

「ライブ」や「ゆかたコンテスト」のほか、さまざ
まなイベントを行います。是非ゆかたで参加し 小樽市
ましょう。

堺町通り周辺

実行委員（簑谷）
090-3392-4813

8月6日 （土）
いわない怒涛まつり
～8月7日 （日）

花火大会や岩内ならではの屋台、参加型のス
岩内町
テージイベントなど、見どころ満載の夏祭り。

岩内地方文化センター 同実行委員会
西側駐車場
0135-67-7096

銭函花火大会やビールの不思議に触れる醸
造所見学などの楽しいイベントを予定していま
小樽市
す。駐車場はありませんので、公共交通機関
を御利用ください。

小樽ビール銭函醸造所 小樽ビール銭函醸造所
特設会場
0134-61-2280

じゃがまつり会場から五色温泉へロードバイク
倶知安町
駆け上がるヒルクライム競技

実行委員会
くっちゃんじゃがまつり会場
090-2056-2093

後志の旬の味覚を楽しんでいただくマーケッ
ト。採れたての新鮮野菜、魚介類、焼きたてパ
倶知安町
ンや淹れ立てコーヒーなど盛り沢山。今年は
早起きをしてヒラフへ行こう！

ホテルニセコアルペン
前

倶知安観光協会
0136-22-3344

農産物・乳製品即売会、子供相撲大会ほか。
夜は町民総踊りや仮装盆踊り、花火大会もあ 京極町
る。

三条通商店街

同実行委員会
0136-42-2111

8月15日 （火） 蘭越納涼盆踊り大会

盆踊り・仮装盆踊り・ビアガ－デン

街の茶屋交流広場

北海信用金庫蘭越支店
(0136-57-5321)

8月15日 （火） 蘭越納涼花火大会

およそ２０分間のうちに４００発の花火を豪快
に打ち上げる。盆踊り・ビアガ－デン会場から 蘭越町
も一望できる。(20:00～)

蘭越町山村広場

蘭越町商工労働観光課
観光係 57-5111

毎年恒例の1,000発の花火を打ち上げる寿都
町の夏の風物詩です。ビアガーデンも開催い 寿都町
たします。（花火は20：00頃開始予定）

寿都漁港（予定）

一般社団法人
寿都観光物産協会
0136-75-7201

8月19日 （土） おぼん万灯会

約6,000個の灯ろうを公園や噴水池に並べ、法
小樽市
要が行われる

未定

小樽佛教会（小樽典礼）
0134-27-1801

8月19日 （土） 細川たかし杯ＰＧ大会

真狩村出身の演歌歌手・細川たかしさんを冠
にしたＰＧ大会。上位入賞者には村特産の
ハーブ豚や旬の農産物、細川さんグッズなど 真狩村
が当たり、特産のジャガイモが大会参加賞。
一般参加枠もあり、詳細は要問合せ。

ふれあい広場ＰＧ場

真狩村教育委員会
0136-45-3336

8月20日 （日） 第1回北海道トライアスロン

洞爺湖町をメイン会場としたトライアスロンの
大会。留寿都村や喜茂別町、豊浦町を駆け抜
真狩村
けるコース設定で、真狩村ではバイク（自転
車）競技が開催される。

真狩村

北海道ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ実行委
員会
同事務局：吉岡
（080-8252-0703）
（真狩村役場総務企画
課

8月19日 （土） ひらふ祭り

ひらふマルシェ屋台村、子供広場、キッズBMX
パーク、冒険レクレーション（水遊びコー
倶知安町
ナー）、盆踊り、餅まき、羊蹄太鼓と花火の饗
宴など（予定）

サンスポーツランドくっ
ちゃん

倶知安観光協会
0136-22-3344

かかしコンクール、ばんば競技大会、芸能
ショー、キャラクターショー

憩いの広場

同実行委員会
0135-73-2011

8月上旬

小樽ビール銭函醸造所まつり

8月6日 （日） ニセコHANAZONOヒルクライム

8月11日 （祝） Niseko Green Market 2017

8月14日 （月）
～8月15日 （火） きょうごくふるさとまつり
（予定）

8月15日
（火） 寿都漁港納涼花火大会
開催予定

8月19日 （土）
共和かかし祭
～8月20日 （日）

蘭越町

共和町

8月中旬

きもべつ夏まつり

盆踊り、民謡舞踊ショー、カラオケコンテスト他 喜茂別町

市街地特設会場

同実行委員会
0136-33-3122

8月中旬

お盆お楽しみまつり

地元住民はもとより、帰省客や観光客の方々
を対象にしたお盆行事。誰でも仮装盆踊り大
真狩村
会や抽選会に無料で参加できる他、地元なら
ではの露店なども開かれる。

交流プラザ前
特設会場

真狩村商工会
（0136-45-2126）

農産物販売、フリーマーケット等の開催

蘭越町総合体育館
駐車場

蘭越町商工会
0136-57-5437

8月27日 （日） らんこ市

蘭越町
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8月26日 （土）
手宮ビアガーデン
～8月27日 （日）

小樽の夏の風物詩だった「いか電まつり」の会
場で、地元商店街が取り扱っている商品や、
小樽市
イカめし、イカ焼きなどの海産物の香りが会場
を盛り上げます。

いか電広場

0134-22-2674

8月26日 （土）
真夏の北運河サウンドエナジー
～8月27日 （日）

昔ながらの風景が残る北運河で音楽イベント
が開催されます。小樽の美味しいものが集ま 小樽市
る、飲食スペースもあります。

小樽運河公園

0134-23-3484

8月26日 （土） 「知産志食しりべし」
～8月27日 （日） ローカルフードチャレンジ

後志の食や物産等を集めた展示販売イベン
小樽市
トを開催します。

小樽マリン広場

小樽商工会議所
0134-22-1177

8月26日 （土） 天狗山夜景の日

北海道三大夜景のひとつと呼ばれる天狗山の
夜景を楽しむイベント。縁日コーナー、ステー 小樽市
ジイベントもある。

天狗山山頂ほか

小樽天狗山ロープウェイ
0134-33-7381

8月27日 （日） ルスツ産業まつり

留寿都村特産品（野菜・肉）の販売
大根早食い大会や野菜詰め放題などイベント 留寿都村
盛りだくさんです

ルスツふるさと公園特 ルスツ産業まつり実行委
設会場（道の駅230ルス 員会
0136ツ裏）
46-3131

8月27日 （日） 小樽天狗山まつり

8月27日 （日） 小樽クラシックカー博覧会

8月27日 （日） ニセコビュープラザ誕生祭
9月2日 （土）
小樽アニメパーティー
～9月3日 （日）

山頂にある天狗山神社の例大祭 天狗太鼓
小樽市
の打演や出店、大道芸も行われる
全国から「クラシックカー」が大集合します。
オーナーによるクラシックカーの展示や解説
のほか、エンジン始動によるアピールタイムも 小樽市
あります（小樽市総合博物館の入館料が必
要）
野菜の収穫時期に合わせて、道の駅ニセコ
ビュープラザでは大抽選会や芋拾い大会、野 ニセコ町
菜輪投げや音楽イベントなど盛りだくさん
未定

小樽市

天狗山

小樽天狗山ロープウェイ
0134-33-7381

小樽市総合博物館本館

実行委員会
090-1300-0360

道の駅ニセコビュープラ 同実行委員会
ザ
0136-44-3433
未定

小樽市商店街
振興組合連合会
0134-23-0010

9月2日 （土） ニセコ綺羅キラ市

ニセコ町内商店がぞれぞれの店舗で特別メ
ニセコ町
ニューの提供や各店スタンプラリーなどを実施

ニセコ綺羅街道

ニセコ町商工会
0136-44-2214

9月2日 （土） 村民お祭り広場

歌謡ショーや大抽選会、小学生によるよさこ
い、保育所園児の踊り、浦安の舞（郷土芸能）
真狩村
が披露される他、神輿の練り歩きや各種露店
なども並ぶ。

公民館前

村民お祭り広場
実行委員会事務局
0136-45-2121

カラオケ大会、歌謡ショーなどのステージイベ
留寿都村
ントが盛りだくさん！

ルスツふるさとまつり
特設会場

ルスツふるさとまつり実
行委員会
0136-46-3131

ルスツがハロウィーンタウンに大変身！大人
気の仮装パレードに参加してお菓子をいっぱ
留寿都村
いもらおう！ハロウィン撮影スポット・ハロウィ
ンカフェ・ハロウィンルームも登場！

ルスツリゾート

ルスツリゾート
0136-46-3111

旬の農畜産物が勢揃い。メインは袋を購入し
て参加可能なイモ掘り体験。畑にあるジャガイ
モの他、人参、大根、スイートコーンなどが袋
に詰め放題。ステージでは「パフォーマーはち 真狩村
君」によるジャグリングショーや「桜庭和」スペ
シャルライブなど多彩なイベントと共に大抽選
会が実施される。

公民館他
10:00～15:30

まっかり産業祭り
実行委員会
（役場総務企画課
商工観光係）
0136-45-3613

9月2日 （土）
ルスツふるさとまつり
～9月3日 （日）

9月1日 （金）
ルスツハロウィン
～10月15日 （日）

ほくほく祭り
9月3日 （日）
in まっかり 2017

9月8日 （金）
ニセコスターフェス
～9月8日 （土）
9月9日 （土）
恵比須神社祭り
～9月10日 （日）

大漁と海の安全を祈願する琴平神社の春秋
祭りで天狗（猿田彦）の火渡りが見どころ

ニセコ町

ニセコアンヌプリ国際ス 同実行委員会
キー場 駐車場
0136-44-2121

古平町

古平町内

社務所
0135-42-2249

北海道ワイン工場前
SL広場

同実行委員会（北海道
ワイン内）
0134-34-2181

ワインをメーンに季節の味覚を楽しめるグルメ
9月10日 （日） 北の収穫祭ワインカーニバルinおたる 出店とバーベキュー。各種ゲームやステージ 小樽市
ショーも。
9月16日 （土）
ルスツ花火大会
～9月17日 （日）

うまいもん祭り花火大会 19：15～（荒天時中
留寿都村
止）１日1200発、ナイター遊園地もやってます

ルスツリゾート

ルスツリゾート
0136-46-3111

9月16日 （土） ルスツうまいもん祭り
～9月18日 （月） ‐オータムカーニバル2017‐

1万人の大バーべキュー大会
牛カルビ・ジンギスカンは食べ放題。
留寿都村
ワイン・ジュースは飲み放題。お楽しみ抽選会
などステージイベントもいっぱい！

ルスツリゾート

ルスツリゾート
0136-46-3111

マラソン大会、お楽しみ抽選会、農産物販売、
ニセコ町
各種出店等

陸上競技場

同実行委員会
0136-44-2034

9月18日 （日） ニセコマラソンフェスティバル
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9月中旬

いわないはしご酒大会

制限時間内に、指定されたお店を巡ると、もれ
なく参加者全員に景品が当たります。また､ソ
岩内町
フトドリンクもありますので、お酒の飲めない方
も参加できます。

町内飲食店

北海道社交飲食生活衛
生同業組合
0135-62-7867

9月中旬

いわない軽トラック市

水産加工品や地場産品などの産直市！その
他、味覚屋台市などを開催。駅前通りを歩行
者天国にして、軽トラの荷台で販売。

駅前通り商店街

岩内商工会議所
0135-62-1184

9月24日 （日）

味覚の祭典よいち大好きフェスティバ
ル

余市の秋の味覚を格安販売、ワインバルやウ
イスキーバーといったお酒に関するコーナー、
余市町
ヤン衆鍋の格安販売や、無料コーナーもあ
り、家族連れで楽しめるイベントです!！

24日余市農道離着陸場

同実行委員会
0135-21-2125

全国から1,000人以上の市民ランナーが集ま
る「味覚マラソン」。収穫時期のリンゴ園など、
フルーツロードを走り、秋の余市を楽しめま
余市町
す。参加者には、余市の果物や農産物など盛
りだくさん！！ ※距離別マラソン大会（5km、
10km、ハーフ）

町内一円

同実行委員会
0135-23-5001

9月24日 （日） 余市味覚マラソン大会

9月下旬
～10月下旬

岩内町

ニセコ駅前を中心に町内各所がハロウィンお
ハロウィンかぼちゃによる町並み装飾 化けかぼちゃにより装飾され、オレンジ色に染 ニセコ町内 ＪＲニセコ駅前など
まります。

ニセコ町役場商工観光
課
0136-44-2121

古平漁港
東しゃこたん漁協祭

魚介類、水産加工品、イチゴなどの地場産品
古平町
の販売

東しゃこたん漁協生産
部直売所前

東しゃこたん漁協生産部
0135-42-2518

くだもの、野菜のPR即売会、ぶどうの皮とばし
仁木町
大会、郷土芸能阿波踊りの披露ほか

農村公園フルーツ
パークにき予定

同実行委員会事務局
0135-32-2711

町の基幹作物である、蘭越米｢キララ｣にちな
んだ祭り（フリーマーケット、人情屋台、ジャン
蘭越町
ボきのこ鍋、演歌歌謡ショー、新米すくいほ
か）

蘭越町商店街

蘭越町商工会
0136-57-5437

10月6日 （金） 真狩村長杯ＰＧ大会

村内外問わず、誰でも参加可能。参加者全員
に、まっかり温泉入浴券が付き、成績上位者 真狩村
には村の特産品が当たる他、抽選会もあり。

ふれあい広場ＰＧ場

ふれあい広場ＰＧ場
0136-45-3339
（0136-45-3617）

10月7日

ハロウィンパーティ等の開催

ニセコ中央倉庫群（予
定）

同実行委員会
0136-44-2121

未定

10月1日 （日） 仁木町うまいもんじゃ祭り

10月上旬

キララ共和国「建国祭」

ニセコハロウィン2017

ニセコ町

10月7日
（土） メープル街道３９３もみじ祭
（予定）

小樽市の海産物、倶知安町・赤井川村の他、
近隣町村の味覚の直売、「３９３」にちなんだ 赤井川村
ゲーム大会等を行います。

道の駅あかいがわ

メープル街道３９３もみじ
祭り実行委員会(赤井川
村産業課内)
0135-34-6211

10月7日
（土） 秋の味覚祭り
（予定）

紅葉がきれいな神仙沼であたたかい豚汁やお
にぎり、新鮮な共和町産の農産物を販売しま
共和町
す。秋の絶景散策とあわせて、ぜひ「共和町
神仙沼」へお越しください。

神仙沼自然休養林駐車場

共和町観光協会
0135-73-2011

北海道で最後の例大祭。たくさんの露天でに
ぎわう。

メルヘン通り

金比羅寺
0136-22-0352

10月9日 （月）
金比羅例大祭
～10月11日 （水）

倶知安町

寿都の秋の味覚であるホッケや秋鮭などの水
産物を活用した食の提供、水産加工品の販
寿都町
売。町内及び近隣町村で収穫される農水産物
や工芸品を軽トラックで販売。

道の駅「みなとま～れ 一般社団法人
寿都」～大磯商店街通
寿都観光物産協会
り
0136-75-7201

ゆーくり・のーびり 歩いたり、走ったり健康ま
つり。走るコース（2・4・6・10・15km）歩くコース 古平町
（2.4km）

中島公園スポーツ・
レクリエーション広場

古平町海洋センター
0135-42-2300

秋のブナ林宿泊パック

ガイドが２つのブナ林（歌才と添別）を御案内
し、芽吹いたばかりのブナの若葉を御覧にな
れます。
黒松内町
夕食には、歌才自然の家レストラン「キリカ」の
通常メニューに加えシェフが腕をふるうキノコ
と鮭の特別料理を御賞味いただけます。

歌才ブナ林
添別ブナ林

歌才自然の家
0136-72-3010

ニセコ町産業まつり

地元特産品の販売、試食、各種出店他

ニセコ町

ニセコ町民センター

同実行委員会
0136-44-2121

11月23日 （祝） 町内スキー場開き

町内スキー場の合同安全祈願

倶知安町

グラン・ヒラフスキー場

倶知安観光協会
0136-22-3344

11月中旬

他地域より格別に大きくて有名な小樽沿岸で
捕れる「しゃこ」でしゃこ浜なべや焼きしゃこな
小樽市
どさまざまなしゃこ料理を堪能する食のイベン
ト。

10月8日
（日） すっつ秋の味覚まつりin軽トラ市
開催予定

10月9日 （月） 健康まつり古平ロードレース大会

10月21日 （土）
～10月22日 （日）
10月28日 （土）
～10月29日 （日）

10月中下旬

おたるしゃこ祭

小樽港第3号ふ頭多目 小樽市漁業協同組合
的広場
0134-22-3721

平成29年度 しりべしイベント情報
4月24日現在
開催期日
11月中旬
～2月上旬

イベント名

開催場所

行事内容

お問合せ先

雪降る小樽を照らす様々なイベントが行われ
ます。

小樽市

運河プラザほか市内各 小樽観光協会
所
0134-33-2510

各地から釣り人が集い、大物を狙って腕を競
い合う、釣りの一大イベント

島牧村

島牧村海岸一円

あめますダービーｉｎ島牧
実行委員会
0136-75-6212

12月24日
（日） クリスマス花火大会
（予定）

スキー場にあがる打ち上げ花火

倶知安町

グラン・ヒラフスキー場

ニセコ グラン・ヒラフ
0136-22-0109

12月31日
（土） カウントダウン・たいまつ滑走
（予定）

大晦日の恒例イベント。例年200人を超えるス
キーヤーやスノーボーダーがたいまつ滑走に 倶知安町
参加。打つ上げ花火もあがる。

グラン・ヒラフスキー場

ニセコ グラン・ヒラフ
0136-22-0109

ニセコいわない
国際スキー場

スキー場事務所
0135-62-6011

黒松内名物「渋谷式かんじき」を履いて、冬の
歌才ブナ林を散策します。
夕食には、歌才自然の家レストラン「キリカ」の 黒松内町
シェフが冬ならではの地元食材を活かした特
別メニューをご賞味いただけます。

歌才ブナ林

歌才自然の家
0136-72-3010

温泉卓球の腕自慢が勢揃い。お気に入りのス
リッパを持ってまっかり温泉へ。スリッパでの
競技とは思えない、本気度120％の大熱戦が
真狩村
繰り広げられる。スリッパを装飾したり、仮装し
て参加するなど、豪華賞品をかけ、約100名に
よる楽しくて熾烈な戦いが今年も幕を開ける。

まっかり温泉

スリッパ卓球
実行委員会
（まっかり温泉）
0136-45-2717

冬ふぇすた

道の駅特設会場にて、餅まきやお菓子まき、
大抽選会等が行われるチャリティーイベント。
飲食コーナーはメニューが充実。メインイベン 真狩村
トとして、真冬の真狩の夜空に、打ち上げ花火
が舞い上がる♪

道の駅
真狩フラワーセンター
特設会場

真狩村を楽しむ会
（事務局：道の駅内）
0136-48-2007

シーニックナイト2018 ニセコ町

スノーキャンドルづくり、キャンドル一斉点灯
シーニック焼肉イベントや打ち上げ花火もあり ニセコ町
ます

ニセコ駅前温泉
綺羅乃湯

実行委員会
0136-44-1100

まっかりバル街

食のまちに変貌を遂げつつある真狩村の飲食
店活性化を目指し、真狩流のおもてなしを進
真狩村
化させたバル街を実施。チケットは事前購入
が必要。詳細は要問合せ。

交流プラザ

真狩村商工会
（0136-45-2126）

小樽雪あかりの路

浮き玉キャンドル、キャンドルロード、スノーオ
小樽市
ブジェ、湯気の市

同実行委員会（市観光
旧国鉄手宮線跡地・運 振興室内）
河周辺
0134-32-4111
（内線267）

冬の小樽 がらす市

素敵なガラス製品の展示・販売

小樽市

運河プラザ３番庫

同実行委員会（市産業
振興課内）
0134-32-4111
(内線263)

雪原の中、プロライダー達が繰り広げる大迫
力のレース。見る人の耳に迫りくるエンジンの
真狩村
爆音もまた魅力の一つ。前日の公式練習も観
覧でき、両日共に誰でも観覧無料。

真狩村特設コース

真狩大会実行委員会
090-3019-4905（佐伯）

スノーキャンドルづくり、キャンドル一斉点灯

倶知安中央公園
倶知安町全域

シーニックナイト2016実
行委員会
090-7649-0042

小樽ゆき物語 OTARU SNOW STORY

12月1日 （金）
2018あめますダービーｉｎ島牧
～3月18日 （日）

未定

タイムを競うのではなく、運を競うレース!
スーパーダウンヒルチョッカリ大会第1
たら丸orべに子のタイムに近い選手が優勝で 岩内町
戦
す

1月20日 （土）
かんじきブナウォッチング
～1月21日 （日）

1月27日
第7回全日本スリッパ
（土）
※予定
卓球選手権

1月下旬
～2月上旬

2月上旬
～中旬

未定

2月上旬
～2月中旬

2月上旬

2月4日
全日本スノーモビル
（日）
※予定
選手権真狩大会

2月17日 （土） シーニックナイト2018 倶知安町

2月17日 （土）
雪トピアフェスティバル2018
～2月18日 （日）

倶知安町

たくさんの雪が降る豪雪のまち倶知安ならで
はのイベント。会場では美味しい屋台や、大人
倶知安町
も子供も楽しめる雪遊びの企画が盛りだくさん
です。

倶知安町旭ケ丘スキー場 （同役場観光課内）

実行委員会
0136-23-3388

2月中旬

シーニックナイト 京極町

スノーキャンドルづくり、キャンドル一斉点灯

京極町

三条通り商店街

シーニックナイト2016実
行委員会
090-7649-0042

2月中旬

ウィンターフェスティバル＆シーニック
ナイト2017 赤井川村

スノーキャンドルづくり、キャンドル一斉点灯

赤井川村

都小学校他

シーニックナイト実行委
員会 090-7649-0042

ニセコいわない
国際スキー場

スキー場事務所
0135-62-6011

歌才ブナ林

歌才自然の家
0136-72-3010

未定

1月27日
～1月28日
2月17日
～2月18日

タイムを競うのではなく、運を競うレース!
スーパーダウンヒルチョッカリ大会第2
たら丸orべに子のタイムに近い選手が優勝で 岩内町
戦
す
（土）
（日）
冬のブナ林宿泊パック
（土）
（日）

黒松内名物「渋谷式かんじき」を履いて、冬の
歌才ブナ林を散策します。
夕食には、歌才自然の家レストラン「キリカ」の 黒松内町
シェフが冬ならではの地元食材を活かした特
別メニューをご賞味いただけます。

平成29年度 しりべしイベント情報
4月24日現在
開催期日

イベント名

2月24日
第3回全道歌うまい王
（土）
※予定
決定戦

開催場所

行事内容

お問合せ先

全道各地から歌を愛する人達を募集し、歌う
ま王座を決定するチャリティーイベント。2010
年から始まったこの大会は、年々規模を広
真狩村
げ、昨年から全道の歌うま名人が集まる大会
に拡大！第２の細川たかしはあなたかも！？

真狩村公民館

真狩村を楽しむ会
（事務局：道の駅内）
0136-48-2007

未定

2018しゃこたん夢あかり

未定

積丹町

美国町中央交差点
（他 町内一円）

積丹町商工会
0135-44-2011

未定

シーニックナイト2017 喜茂別町

国道沿線をローソクの灯りで一斉点灯

喜茂別町

喜茂別町内

シーニックナイト2017実
行委員会
090-7649-0042

未定

べに子のひな祭りワンコインセール

町内商店街のショーウィンドに雛人形を飾りま
す。500円のワンコインで購入できるお得な商
岩内町
品もあります。（ワンコインセールは3月1日～3
日）

岩内町商店街

岩内町商店街連合会
0135-62-1184

赤井川村ジュニアクロスカントリース
キー大会

道内各地の小・中学生対象のクロスカントリー
赤井川村
スキー大会

カルデラ公園内

赤井川村ジュニアクロス
カントリースキー大会
実行委員会
0135-34-6211

まっかり百縁祭

会場となる交流プラザを100円ショップと見立
て、お客さんとのご縁やまちの賑わいの創出
を目的とした趣向を凝らした縁日が出店され 真狩村
る。本マグロの解体ショーなども開催され、例
年長蛇の列が・・・。

交流プラザ

真狩村商工会
（0136-45-2126）

未定

かまくらカフェ

ヒュッテ前に巨大なかまくらを設け、岩内海洋
深層水を使った塩ココアなどの提供や、特設
コースを使用したレースなど雪遊びのイベン 岩内町
ト。最後にはたら丸・べに子のお菓子まきが行
われます。

ニセコいわない国際ス
キー場

スキー場事務局
0135-62-6011

未定

タイムを競うのではなく、運を競うレース!
スーパーダウンヒルチョッカリ大会第3
たら丸orべに子のタイムに近い選手が優勝で 岩内町
戦
す

ニセコいわない
国際スキー場

スキー場事務所
0135-62-6011

3月上旬

未定

