石狩管内観光イベント予定表(平成３０年７月～)
開催日

６月１日（金）
～
１０月２１日（日）

６月２３日（土）
～
７月１日（日）

６月３０日（土）
～
７月１日（日）

６月３０日（土）
～
７月１６日（月）

７月１日（日）
～
８月３１日（金）

７月１日（日）

７月１日（日）

①７月１日（日）
②７月２２日（日）
③９月１日（土）

７月５日（木）
～
７月８日（日）

イベント名

JOZANKEI NATURE LUMINARIE
「STAR BRIGHT FOREST」

花フェスタ２０１８札幌

第６８回支笏湖湖水まつり

第１１回バラ祭り

かっぽんラリー

サッポロビール
ビヤフェスティバル
第２９回おんこ祭

JRヘルシーウォーキング

ツール・ド・キタヒロ

セガサミーカップ２０１８

市町村

札幌市

札幌市

千歳市

恵庭市

札幌市

恵庭市

恵庭市

北広島市

千歳市

会場

イベント内容

主催・問合せ先

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。

（一社）定山渓観光協会
TEL 011-598-2012

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

花フェスタ２０１８札幌
実行委員会
TEL 011-792-7570

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（株）
北海道工場

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

恵庭駅→
サッポロビール庭園駅

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
JRヘルシーウォーキング事務局
ロードえにわ」などを回ります。
TEL 011-219-8641
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。

北広島市内

自転車で市内を巡る爽快感・
達成感満載の観光ツアーで
す。
北広島市経済部観光振興課
〔募集期間〕
TEL 011-372-3311
①６月８日～６月１５日
②６月２９日～７月６日
③８月１０日～８月１７日

セガサミーグループが主催する
ザ・ノースカントリーゴルフクラ ジャパンゴルフトーナメントが
ブ
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７日（土）
～
８月１日（水）

７月７日（土）

７月７日（土）
～
７月２９日（日）

７月８日（日）

PMF
パシフィック・ミュージック・
フェスティバル

北海道真駒内花火大会

いしかり浜サンドパーク２０１８

第１１回北海道亜麻まつりin当別

札幌市

若手音楽家を育成するととも
に、音楽教育を通じて音楽文
札幌コンサートホールkitara 化の普及・発展をめざす国際
札幌芸術の森
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。

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

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

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

石狩市

当別町

７月１３日（金）
～
７月１４日（土）

めぐみの庭めぐり

恵庭市

７月１４日（土）
～
７月２２日（日）

SAPPORO CITY JAZZ

札幌市

７月１４日（土）
～
７月１５日（日）

７月１４日（土）
～
７月１６日（月）

７月１４日（土）

７月１４日（土）
～
７月１５日（日）

第２９回 えべつやきもの市

スカイ・ビア＆ＹＯＳＡＫＯＩ祭

千歳民報・市民納涼花火大会

第６回北の酒まつりinきたひろしま

花のまち恵庭のオープンガーデ
ンをはじめとする、きれいなお
庭が並ぶ恵み野地区に巡回
バスが走ります。徒歩と組み合
恵庭市恵み野地区
わせ、自由に乗り降りすること
（JR恵み野駅東口始点） でガーデナーの丹精込めて
作ったお庭を気軽に見ることが
できます。また、期間中はスタ
ンプラリー抽選会も実施しま
す。

（公財）PMF組織委員会
TEL 011-242-2211

恵庭花のまちづくり推進会議
TEL 0123-33-3131
(内線2524）

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

江別市

道内の陶芸家やガラス作家、
陶芸サークルなど約300店以
上が出店する一大イベント「え
べつやきもの市」を開催しま
江別市コミュニティセンター す。恒例の「れんがドミノ」
周辺
（2018個）や参加・体験型イベ
ントなどの新企画も盛りだくさ
ん。作り手と交流をしながら
「とっておきの一品」を見つけて
みませんか？

えべつやきもの市
実行委員会事務局
TEL 011-391-2160

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

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

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

千歳市

北広島市

大通公園、
札幌芸術の森他

７月１５日（日）

７月２０日（金）
～
８月１７日（金）

第２回 えべつ花火

第６５回さっぽろ夏まつり

江別市

札幌市

江別市角山206番地

第2回目となる「えべつ花火」。
昼間はステージイベントが催さ
れ、夜には10,000発以上の花
火が打ち上げられます。【チケッ
ト有料、完全前売り制。
※大人（高校生以上）2,000
円、子ども500円、駐車場
2,000円 チケットぴあで販売。

えべつ花火実行委員会
TEL 011-887-8733

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２，００
０発が打ち上げられます。

千歳・道新花火大会
実行委員会
TEL 011-210-5732

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

札幌市中心部の豊平川河川
札幌市豊平川南大橋付
敷で開催される花火大会で
近
す。

恵庭市

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

北広島市

JR北広島駅東口、
芸術文化ホール前庭他

アーティストによる生ライブや出
店等があります。北広島の素
敵な場所、モノ、ヒト、コトを発
信するイベントです。

北広島商工会青年部
TEL 011-373-3333

７月２８日（土）

７月２８日（土）
～
７月２９日（日）

第４１回 恵庭三四会
納涼花火大会

キタヒロケット２０１８

７月２９日（日）

第３０回 恵み野夏まつり

恵庭市

８月２日（木）
～
８月４日（土）

第５４回すすきの祭り

札幌市

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
JR恵み野駅前通り
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。
初日には、かつて遊女の最高
位とされた花魁が、豪華に着
飾り、従者を従えて客を迎えに
行く道行きを再現した「花魁
道中」や、ビルの谷間で大迫
力の太鼓セッションを繰り広げ
中央区南４条～南７条
る「連合太鼓」が行われる。最
駅前通西３丁目～西４丁
終日には７基の御輿が一堂に
目
介する「連合神輿渡御」が行
われる。その他、ヨサコイソーラ
ン踊りや「すすきの屋台」の出
店など魅力的な催しが３日間
にわたって繰り広げられ、町中
が活気に溢れるイベントです。

北海道新聞社事業センター
TEL 0１1-210-5733

恵み野夏まつり実行委員会
TEL 0123-37-1361

（一社）すすきの観光協会
TEL 011-518-2005

８月３日（金）
～
８月４日（土）

８月４日（土）
～
８月５日（日）

さっぽろ八月祭２０１８

北広島ふるさと祭り

札幌市

北広島市

北３条広場

札幌駅前通地区の新しいお
祭り。盆踊りや餅巻き、縁日
などのイベントが盛りだくさんで
す。

札幌駅前まちづくり（株）
TEL 011-211-6406

JR北広島駅東口、
芸術文化ホール前庭他

毎年８月の第１週の土日に開
催される北広島市の一大イベ
ント。仮装盆踊りや子ども盆
踊り、YOSAKOIソーランなど
様々な催しが予定されていま
す。

北広島祭り
実行委員会事務局
TEL 011-372-3311

（一社）石狩観光協会
浜益事務所
TEL 0133-79-5700

８月４日（土）

浜益「いっぺ、かだれや」
ヘルシーウォーク

石狩市

浜益温泉スタート

浜益の見晴らしの良い景観を
眺めながら歩くイベントです。
給水所では、浜益の名物がふ
るまわれ、ゴール後にはお楽し
み抽選会もあります。

８月５日（日）

しままつ鳴子まつり

恵庭市

JR島松駅前通り

郷土芸能「すずらん踊り」や強
豪チームが名を連ねる「ＹＯＳ しままつ鳴子まつり実行委員会
ＡＫＯＩ演舞」などが行われ、島 TEL 090-5118-1067(中根）
松全体が熱気に包まれます。

８月５日（日）

第１回当別スウェーデンマラソン

８月１０日（金）
～
８月１１日（土）

RISING SUN ROCK
FESTIVAL 2018 in EZO

８月１３日（月）

第４回とうべつ花火大会

当別町

オシャレに楽しむ、美しすぎる
夏休みのマラソン大会が初開
催。美しいスウェーデンヒルズの
景観を楽しみながら走り抜け
当別町スウェーデンヒルズ
ることができ、マラソンの後には
当別町の特産品を提供する
「当別うまいものフェスタ」で夏
を満喫できます。

当別スウェーデンマラソン
大会事務局
TEL 011-632-6616

石狩市

石狩の広大な会場で朝日を
迎える、日本を代表する夏の
石狩湾新港樽川ふ頭横
ロックフェスティバル。２日目の
野外ステージ
夜はオールナイトでライブが行
われます。

WESS
TEL 011-614-9999

当別町

阿蘇公園

観覧会場と打ち上げ場所が
近いため、真上に花火を見上
げることができる大迫力の花火
大会です。同会場において、
「第５１回当別町商工会青年
部野外ビアパーティー」も開催
されております。

（一社）当別青年会議所
（当別商工会内）
TEL 0133-23-2447

JR島松駅前ロータリー

子ども・大人盆踊りに加えて、
毎年恒例の仮装盆踊りが今
年も開催されます。完成度の
高い、可愛い面白い仮装をた
くさん見られます。

島松夏祭り実行委員会
TEL 090-3018-7490(木内)

８月１５日（水）
～
８月１６日（木）

島松駅前盆踊り

恵庭市

８月１８日（土）
～
８月２０日（日）

千歳市民納涼盆踊り大会

千歳市

８月１８日（土）

第１３回YEGフェスティバル

恵庭市

恵庭市役所前駐車場

恵庭市

恵み野中央公園
特設コース

８月１９日（日）

第３回えにわ花トリム＆ラン

千歳市で行われる盆踊り大
千歳市幸町４丁目周辺 会。毎年たくさんの参加者が
中心街を練り歩きます。

千歳市民夏まつり
実行委員会事務局
TEL 0123-23-2175

恵庭の晩夏を賑やかに演出す
恵庭商工会議所青年部事務局
る、恵庭商工会議所青年部
TEL 0123-34-1111
主催のイベント。

トリムとは、速さを競うのではな
く自己申告タイムを目標にゴー
ルを目指し、申告タイムと完成
タイムとの誤差が最も少ない
人が優勝する競技です。

大会事務局
TEL 0123-37-0111
エントリーに関して
TEL 011-622-1100

８月２５日（土）

まるごとえべつ

江別市

江別市役所特設会場

江別市内の飲食店による飲
食コーナーやステージイベント、
各種体験コーナーなどにより、
江別の多様な魅力を発信す
るイベントです。

８月２５日（土）

えべつ農業まつり

江別市

江別市役所特設会場

地場畜産、農産物の販売、ス
テージ催し物、体験コーナーな
どを予定。

えべつ農業まつり実行委員会
TEL 011-382-4114

もりもと第一工場

お菓子やパンの販売のほか、
大好評の工場見学や製造体
験、ステージイベントが楽しめ
ます。

株式会社もりもと
TEL 0123-23-4181

８月２５日（日）

もりもと工場祭

千歳市

８月２５日（土）
～
８月２６日（日）

フロンティアフェスタ２０１８

北広島市

８月２５日（土）

第３９回新しのつ青空まつり

新篠津村

８月２６日（日）

２０１８北海道マラソン

札幌市

８月２６日（日）

キリン北海道
ビアフェスティバルin千歳

千歳市

人気と実力のある話題の「食」
や「職」が大集合します。旬の
海産物や、こだわりの職人たち
芸術文化ホール臨時駐車
フロンティアフェスタ実行委員会
が腕をふるうグルメやスイーツな
場（北広公園となり）
TEL 011-377-6656
ど、極上の美々美酒を楽しむ
「ちょっと大人のグルメイベント」
です。
村で行われる最大のイベント。
出店や特産品販売はもちろ
ん、地元の子どもたちによるパ
新篠津村
青空まつり実行委員会
フォーマンス、田舎太鼓、もち
自治センター周辺
TEL 0126-57-2111
まき等が行われます。夜には、
山車及び踊りパレードがあり、
村の晩夏を彩ります。
国内で唯一夏に開催されるフ
ルマラソン大会。制限時間が
５時間という過酷な条件の中
北海道マラソン
市内各所
を完走することが一つのステイ
インフォメーションセンター
タスとなっており、道外や道内
TEL 0570-047-033
からも多くのランナーが参加す
る。
キリンビール（株）北海道千歳
キリンビール（株）北海道千 工場で行われるイベント。キリ
歳工場
ングループ各社の商品も多数
販売されます。

※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

江別青年会議所
TEL 011-383-9678

☎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

キリンビール北海道千歳工場
TEL 0123-24-5606

