石狩管内観光イベント予定表(平成３０年６月～)
開催日

５月１６日（水）
～
５月２７日（日）
６月２日（土）
～
６月３日（日）
５月３１日（木）
～
６月３日（日）

イベント名

市町村

会場

イベント内容

主催・問合せ先

「札幌の木」に指定されているライラックの開
花時期に合わせて行われるイベント。大通公
園では苗木のプレゼントや喫茶コーナー、ワイ
ンガーデン、コンサートなどが、川下公園では
各種展覧会や体験教室、ライラック鑑賞ツ
アー等が行われます。

さっぽろライラックまつり
実行委員会
TEL 011-281-6400

藻岩山

標高５３１ｍにちなみ、例年５月３１日をもい
わやまの日と定め、無料周遊バスや記念登
山など多彩なイベントが予定されています。

札幌もいわ山ロープウェイ
TEL 011-561-8177

（一社）定山渓観光協会
TEL 011-598-2012

JRヘルシーウォーキング事務局
TEL 011-219-8641

大通公園

第６０回
さっぽろライラックまつり

札幌市
川下公園

もいわやまの日

札幌市

６月１日（金）
～
１０月２１日（日）

JOZANKEI NATURE LUMINARIE
「STAR BRIGHT FOREST」

札幌市

二見公園～
二見吊橋

定山渓の自然豊かな環境下ならではの、自
然と共創するライティングイベント。「星降る夜
の森」をテーマに、生命の循環の象徴である
「森」が生み出す光の物語として、自然の生
命感が演出されます。
新緑の美しい６月から紅葉が映える１０月ま
で二見吊橋周辺をライトアップします。

６月２日（土）

JRヘルシーウォーキング
北海道１５０周年記念ウォーク

恵庭市

島松駅、
ルルマップ自然公園
ふれらんど

島松駅をスタートし、旧島松駅逓所、寒地
稲作発祥の碑、クラーク博士記念碑へ向か
い、ルルマップ自然公園ふれらんどを散策し
島松駅を目指します。広大な芝生広場、
「釣りキチ三平」のギャラリーも見所です。

６月３日（日）

第３８回千歳JAL国際マラソン

千歳市

６月６日（水）
～
６月１０日（日）

第２７回YOSAKOIソーラン祭り

６月１４日（木）
～
６月１６日（土）

北海道神宮例祭
（札幌まつり）

新緑の６月、原生林と千歳川に囲まれた森
青葉公園～支笏湖林道～
林のコースを走るマラソン大会です。種目はフ
千歳市スポーツセンターダイ
ルマラソン、ハーフマラソン、１０キロ、３キロ、３
ナックスアリーナ
キロファミリー。

千歳JAL国際マラソン
実行委員会事務局
TEL 0123-24-2320

札幌市

大通公園他、
市内各所特設ステージ

高知のよさこい祭りをルーツに、よさこい祭りの
鳴子と北海道のソーラン節を組み合わせた
祭り。自由で独創的な激しい振り付けのほ
か、鮮やかな衣装やメイクも魅力の一つで
す。

（一社）YOSAKOIソーラン
祭り組織委員会
TEL 011-231-4351

札幌市

北海道神宮
中島公園

神輿、山車、露店など昔ながらのお祭り。
「郷土の日」を実感する通称「札幌まつり」で
す。

北海道神宮社務所
TEL 011-611-0261

６月１７日（日）

第３５回夏至祭

当別町

今年で３５回目を迎えるスウェーデンの伝統
行事である夏至祭。本場スウェーデン同様、
マイストングの立上げ、フォークダンスが楽しめ
スウェーデン交流センター等
るほか、グリーンコンサート、当別産の食材を
使ったオリジナルメニュー「北欧プレート」など
が楽しめます。

６月２３日（土）
～
７月１日（日）

花フェスタ２０１８札幌

札幌市

札幌の初夏を彩るイベント。農業高校生
大通公園４丁目～８丁目、
ガーデニングコンテスト、花きや関連用品の花
札幌駅前通
市場、花のディスプレ－など多彩な催しが開
地下歩行空間
催されます。

当別・レクサンド都市交流協会
TEL 0133-23-2447

花フェスタ２０１８札幌
実行委員会
TEL 011-792-7570

毎年大人気ガーデンツアーや花の体験講習
会・展示、フラワーオブジェ、花のお楽しみ抽
選会など「花のまち恵庭」をアピールする恵庭
市を代表するイベント。今年も「えにわマル
シェ」と合同開催。

恵庭市花と緑・観光課
TEL 0123-33-3131

６月２３日（土）、２４日（日）

第２９回恵庭花とくらし展

恵庭市

道と川の駅
「花ロードえにわ」他

６月２３日（土）、２４日（日）

えにわマルシェ in 花ロードえにわ

恵庭市

道と川の駅
「花ロードえにわ」他

恵庭市民が恵庭にこだわった商品を販売。
手作り品や飲食物など多くのこだわりの品が
取りそろっています。今年も「第２９回恵庭花
とくらし展」と合同開催。

えにわマルシェ実行委員会
TEL 0123-33-3131

６月２４日（日）

きたひろしま
３０㎞ロードレース２０１８

北広島市

北広島市内

北広島市街から札幌との境界までをつなぐサ
イクリングロード、通称「エルフィンロード」が舞
台のイベントです。（種目は３㎞、５㎞、１５
㎞、３０㎞）

きたひろしま
３０㎞ロードレース
実行委員会事務局
TEL 011-372-3311

６月３０日（土）
～
７月１日（日）

６月３０日（土）
～
７月１６日（月）

第６８回支笏湖湖水まつり

第１１回バラ祭り

７月１日（日）
～
８月３１日（金）

かっぽんラリー

７月１日（日）

サッポロビール
ビヤフェスティバル
第２９回おんこ祭

千歳市

恵庭市

札幌市

恵庭市

支笏湖温泉
湖畔園地

雄大な自然と美しい湖に包まれた支笏湖の
優れた環境を楽しむことができる夏の恒例イ
ベント。各種イベントや花火大会も開催され
ます。

支笏湖まつり実行委員会
TEL 0123-23-8288

えこりん村

１０Haの銀河庭園には、ローズガーデンとロズ
ヴィのバラ畑を中心に、食べるバラの花摘み
体験やバラの講習会、バラのマルシェ、バラの
パレードなど、バラにちなんだイベントが多数
行われます。

えこりん村事務局
TEL 0123-34-7800

定山渓エリア内

定山渓を歩きめぐる周遊ゲーム。定山渓のあ
ちこちに隠された問題から謎を解き明かし、
正解すると宿泊招待券など豪華賞品をかけ
た抽選がその場できます。定山渓温泉の自
然や歴史にまつわる出題もあり、夏休みの自
由研究にももってこいのファミリーで楽しめる企
画です。

（一社）定山渓観光協会
TEL 011-598-2012

サッポロビール☆道産子感謝Dayの一環とし
て日頃のサッポロビール製品へのご愛顧に対
して、工場近隣の市民をはじめ、地元の皆
サッポロビール北海道工場
様への御礼として開催されるイベント。ステー
ジイベントや屋台、出来立て生ビール等が楽
しめます。

サッポロビール北海道工場
TEL 011-748-1876

サッポロビールビヤフェスティバルおんこ祭と同
日開催。恵み野駅を出発して、道と川の駅
「花ロードえにわ」などを回ります。約１３kmの
基本コースのほか、約９．５kmのショートコー
スもあります。

JRヘルシーウォーキング事務局
TEL 011-219-8641

セガサミーグループが主催するジャパンゴルフ
トーナメントがザ・ノースカントリーゴルフクラブ
において開催されます。

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
TEL 0123-27-2121

７月１日（日）

JRヘルシーウォーキング

恵庭市

恵庭駅→
サッポロビール庭園駅

７月５日（木）
～
７月８日（日）

セガサミーカップ２０１８

千歳市

ザ・ノースカントリー
ゴルフクラブ

７月７日（土）
～
８月１日（水）

PMF
パシフィック・ミュージック・
フェスティバル

札幌市

７月７日（土）

北海道真駒内花火大会

札幌市

真駒内セキスイハイム
スタジアム

今年で８回目を迎える花火大会。音楽、照
明、炎をミックスした演出とともに打ち上げら
れる花火は道内最大級の２万２千発。小学
生以上有料。

真駒内花火大会
実行委員会
TEL 011-841-8166

７月７日（土）
～
７月２９日（日）

いしかり浜サンドパーク２０１８

石狩市

石狩浜海水浴場
「あそびーち石狩」

「あそべる砂の公園」をテーマにしたイベント。
巨大なシンボル砂像の展示や砂像づくり体
験のほか、子どもや親子が安心して遊べる
キッズパークの設置を予定しています。

（一社）石狩観光協会
TEL 0133-62-4611

７月８日（日）

第11回北海道亜麻まつりin当別

当別町

旧東裏小学校

亜麻に関する展示、亜麻畑見学会、亜麻
繊維採取体験などが行われます。午前中し
か咲かない可憐な亜麻の花をご覧ください。

亜麻の里
TEL 0800-900-4149

７月１４日（土）
～
７月２２日（日）

SAPPORO CITY JAZZ

札幌市

大通公園、
札幌芸術の森他

大通公園２丁目をメイン会場に、国内外で
活躍するプロミュージシャンの迫力ライブを楽
しめます。

サッポロ・シティ・ジャズ
実行委員会
TEL 011-592-4125

７月１４日（土）
～
７月１６日（月）

スカイ・ビア＆ＹＯＳＡＫＯＩ祭

千歳市

市役所駐車場

全道から集結したYOSAKOIチームによるトー
ナメント及びパレードのほか、会場内には飲
食ブースが出店し、４大ビールメーカーのビー
ルや地ビールなどを味わうことができます。

スカイ・ビア＆YOSAKOI祭
実行委員会事務局
TEL 0123-24-0366

７月１４日（土）

千歳民報・市民納涼花火大会

千歳市

青葉多目的広場

夏の風物詩として多くの市民を楽しませてい
る花火大会。今年は第５０回の記念大会で
す。約２，５００発スターマインや創作花火な
どが打ち上げられます。

千歳市民納涼花火大会
実行委員会
TEL 0123-23-4211

若手音楽家を育成するとともに、音楽教育
札幌コンサートホールkitara を通じて音楽文化の普及・発展をめざす国
札幌芸術の森
際教育音楽祭。ピクニックコンサートでは野
外でクラシックを楽しめます。

（公財）PMF組織委員会
TEL 011-242-2211

７月１４日（土）
～
７月１５日（日）

第６回北の酒まつりinきたひろしま

北広島市

７月２０日（金）
～
８月１７日（金）

第６５回さっぽろ夏まつり

札幌市

北広公園となり
臨時駐車場

広島県と北海道をはじめ全国の日本酒が飲
み比べできるイベント。道内１２蔵２４銘柄を
含む約１００銘柄を用意。飲み比べ放題の
チケットを購入の方にはオリジナルお猪口もつ
いてきます。
※前売り券１，６００円、当日券２，１００円

北の酒まつり実行委員会
TEL 011-373-7870

大通公園

約１３，０００席の国内最大級のビアガーデン
や北海盆踊りなど、様々なイベントで夏を楽
しめるイベント。（ビアガーデンは８月１５日
（水）まで）

さっぽろ夏まつり
実行委員会
TEL 011-281-6400

商店街振興組合
TEL 011-241-5125

７月２０日（金）
～
８月１７日（金）

第６５回狸まつり

札幌市

狸小路商店街

札幌夏祭りにあわせて行われる狸小路の夏
祭り。期間中はアーケードが祭装飾で埋め尽
くされ、７月最終土曜日にはナイトバーゲンが
開催されます。歴史ある商店街のお祭りで
す。

７月２１日（土）

千歳・道新花火大会

千歳市

千歳市住吉、
千歳市サーモンパーク

スターマインを中心に約２，０００発が打ち上
げられます。

千歳・道新花火大会
実行委員会
TEL 011-210-5733

７月２２日（日）

千歳基地「航空祭」

千歳市

航空自衛隊千歳基地

航空自衛隊に対する理解と認識を深めるた
めに航空自衛隊千歳基地が主催するお祭り
です。

航空自衛隊千歳基地
監理部広報室
TEL 0123-23-3101

７月２７日（金）

道新・UHB花火大会

札幌市

札幌市豊平川南大橋付近

札幌市中心部の豊平川河川敷で開催され
る花火大会です。

北海道新聞社事業センター
TEL 0１1-210-5733

７月２８日（土）

第４１回 恵庭三四会
納涼花火大会

桜町多目的広場

約３，４００発の花火が漁川の河川敷で打ち
上げられます。滝のように流れるナイヤガラ
や、多彩な花火を組み合わせたスターマイン
など、色鮮やかな花火が恵庭の夜空をあで
やかに彩ります。

恵庭三四会まつり
実行委員会
TEL 090-3391-5534

恵み野駅前通り

恵み野駅前（ライオン歯科～交番）を歩行
者天国にして開催。 大道芸、お菓子まきな
どの多彩な催しと手作り感あふれるゲームの
数々、地域の少年団の父母による飲食物の
販売、フリーマーケットなどが行われます。

恵み野夏まつり実行委員会
TEL 0123-37-1361

７月２９日（日）

第３０回 恵み野夏まつり

恵庭市

恵庭市

※申込が必要なイベントには、必ず主催団体に申込の上ご参加ください。
掲載した行事等は、発行者が内容を保証または推薦するものではありません。
【観光のお問い合わせ・管内市町村ホームページ】
◎北海道石狩振興局産業振興部商工労働観光課観光振興係
◎札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課
◎江別市商工労働課
◎千歳市観光スポーツ部観光企画課企画振興係
◎恵庭市経済部 花と緑・観光課
◎北広島市役所経済部観光振興課
◎石狩市企画経済部商工労働観光課
◎当別町企画部企画課
◎新篠津村役場総務課

☎011-204-5830
☎011-222-4894
☎011-381-1091
☎0123-24-0377
☎0123-33-3131
☎011-372-3311
☎0133-72-3167
☎0133-23-3073
☎0126-57-2111

