石狩管内観光イベント予定表(平成３０年９月～)
開催日

イベント名

市町村

会場

イベント内容

主催・問合せ先

（一社）定山渓観光協会
TEL 011-598-2012

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。

９月１日（土）

ツール・ド・キタヒロ

北広島市

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。
〔募集期間〕
８月１０日～８月１７日

北広島市経済部観光振興課
TEL 011-372-3311

９月２日（土）

第４回 狸八まつり

札幌市

狸小路商店街８丁目

今年で第４回目を迎えるお祭り。アー
ケードのない狸小路商店街８丁目通りを
歩行者天国にしてお祭りを開催します。

八光書房
TEL 011-231-1717

９月２日（日）

９月１５日（土）
～
９月３０日（日）

サイクルフェスタ・恵庭２０１８

恵庭市

２００万人以上が訪れる、北海道の食の
祭典。北海道各地のご当地グルメ、市
大通公園1丁目、4～8丁
町村自慢の特産品、北海道産のお酒、
目、10丁目、11丁目、
札幌市内名店のシェフの味など、秋の味
覚を存分にお楽しみいただけます。

札幌市

鴨々川ノスタルジア

札幌市

浄土宗北縁山新善光寺他

「寺町すすきのを遊ぶ」をキーワードに日
本文化を紹介するイベント。着物レンタル
＆着付けサービスもあるので、着物姿で
会場を散策することができます。

札幌パークホテル
マーケティング室
TEL 011-511-3143

モエレ沼芸術花火

札幌市

モエレ沼公園

今年で７回目を迎えるチケット制の花火
大会。イサムノグチが設計した公園を舞
台に、音楽と花火がコラボレーションしま
す。

モエレ沼芸術花火2018
実行委員会
TEL 011-375-7271

サッポロビール庭園
（ヴァルハラ駐車場）他

花と川と緑のまち恵庭の自然、景観、歴
史、文化を体感する道、フットパス。
恵庭公園コース・花のまち恵み野コース・
旧島松駅逓所コースを一緒に歩きましょ
う！
※事前申込が必要（８月２４日締め切
り）

事務局
TEL 090-9529-4829
（前田）

延期 開催日未定

９月８日（土）

中止

９月８日（土）
～
９月９日（日）

第２８回全道フットパスの集い
inえにわ

恵庭市

中止

９月９日（日）

中止または延期

えにわん産業祭

恵庭市

恵庭市総合体育館

石狩まるごとフェスタ2018

石狩市

石狩湾新港地域

９月８日（土）

中止

さっぽろオータムフェスト
実行委員会
TEL 011-281-6400

さっぽろオータムフェスト２０１８

日程変更

９月７日（金）
～
９月９日（日）

ルルマップ自然公園
ふれらんど

ご友人・ご家族で恵庭サイクリングを楽し
みませんか？「ママチャリコース」はえこりん
村などを巡る最も短い２２kmコース。「街 サイクルフェスタ・恵庭運営協議会
ぶらコース」は田園風景を楽しみながら、
TEL 070-4798-0093
気軽に参加できる３５kmコース。「盤尻
（平日10時～17時）
コース」はえにわ湖と白扇の滝を望む、走
り応えのある７０kmコースです。

今年で四回目を迎える「えにわん産業
祭」。恒例の「はたらく車大集合！」をは
じめ、テレビでおなじみの星澤幸子さんの
恵庭食材を使ったレシピの公開やトーク
ショー、恵庭産のおいしいものがたべられ
るフードオータムフェスのほか、えにわ消防
フェスタなどを同時開催します。

石狩の夏の風物詩。石狩の旨い！が集
まる出店や各種ステージ、にんじん袋詰
めなどイベント盛りだくさん。 夜には、大
輪の花火が石狩の夜空を彩ります。

恵庭市商工労働課
TEL 0123-33-3131
（内線3331）

いしかり産業まつり
実行委員会事務局
TEL 0133-72-2111

９月１６日（日）
～
９月１７日（月）

インディアン水車まつり

千歳市

千歳川の秋の風物詩インディアン水車
と、サケ鍋などの食を楽しむイベント。サケ
さばき実演やヤマメの釣堀、丸太切り
道の駅サーモンパーク千歳
レースなどが行われます。サケ鍋のほか、
いくら弁当なども販売され、千歳ならでは
の秋を楽しむことができます。

インディアン水車まつり
実行委員会
TEL 0123-40-0151

石狩市

新鮮な秋鮭の即売会をはじめ、浜益の
農畜産物が一堂に会するイベント。地場
川下海浜施設（浜益区川
産品を使ったグルメの販売や、一般参加
下）イベント広場
可能な賞品付きイベント、郷土芸能の
披露などお祭りムード一色です。

（一社）石狩観光協会
浜益事務所
TEL 0133-79-5700

中止

９月１６日（日）

浜益ふるさと祭り

９月２２日(土）

秋植えパンジー・ビオラの
斡旋・講習会

恵庭市

９月２２日（土）
～
９月２３日（日）

かのな大収穫祭

恵庭市

市内の生産者が育てた良質なパンジー
やビオラを斡旋販売します。また、講習会
や花のオークションも実施（予定）しますの
で是非会場にお越しください。
道と川の駅「花ロードえにわ」
花いっぱい文化協会事務局
斡旋品種：パンジー、ビオラ、葉牡丹、各
特設会場
TEL 0123-33-3131（内線2525）
種寄せ植え 他
講習会内容：・冬越しするパンジーの特
徴について・秋の庭の手入れについて な
ど

恵庭農畜産物直売所
「かのな」

秋の実りに感謝と願いを込めての2日間。
恒例の野菜の詰め放題もあります。

農畜産物直売所
「かのな（花野菜）」
TEL 0123-36-2700

（一社）石狩観光協会
TEL 0133-62-4611

９月２２日（土）

石狩さけまつり

石狩市

弁天歴史通り一帯

「サケのまち」石狩を代表とするお祭り。
秋鮭の即売会や、超特大の千人鍋で作
る石狩鍋など、会場内で販売するサケグ
ルメは必見です。 北海道遺産認定の
「石狩川」を一望できるヘリフライトも予
定されています。

９月２２日（土）

第１５回フィールデイズ in Japan

当別町

ファームエイジ特設会場

環境に負荷をかけない農業をテーマにし
た農業祭。農家直送の乳製品や野菜・
米・肉料理、パンなど自慢の品々が揃い
ます。

フィールデイズ実行委員会
TEL 0133-22-3060

JR北海道医療大学駅

田園風景を楽しみながらのウォーキングと
なります。当日はコース途中の金沢地区
にて農業や環境を身近に感じられるイベ
ント「フィールデイズ in Japan」も開催して
おります。

JRヘルシーウォーキング事務局
TEL 011-219-8641

９月２２日（土）

JRヘルシーウォーキング

当別町

９月２３日（日）

厚田ふるさとあきあじ祭り

石狩市

９月３０日（日）

えにわ健康・スポーツフェスティバル

恵庭市

１０月７日（日）

第４３回札幌マラソン

札幌市

１０月７日（日）

支笏湖紅葉まつり

千歳市

海の幸、山の幸など、厚田のふるさとの
味を堪能できるお祭り。サケをはじめとす
望来コミュニティーセンター「み
る厚田の農水産物の直売や、名物「あき
なくる」
あじ重さ当てクイズ」、「クジ付き餅まき」
など各種ゲームが開催されます。

石狩北商工会
TEL 0133-78-2513

当日自由参加のイベント。お子様に大
人気のふわふわ滑り台・出店・アトラクショ
ンや抽選会など盛りだくさん。

えにわスポーツフェスティバル
実行委員会事務局
TEL 0123-21-9900

ハーフマラソン、１０キロ、車いす５キロ、
真駒内セキスイハイムスタジ
ファンペア３キロ、２キロなど多彩な種目で
アム周辺
気軽に楽しむことができます。

さっぽろ健康スポーツ財団
TEL 011-530-5562

支笏湖の紅葉を眺めながら、秋の味覚を
味わうことができるイベント。旬の野菜の
販売、支笏湖名物ヒメマス（チップ）ときの
こがたっぷり入った味覚汁も大好評です。

支笏湖まつり実行委員会
TEL 0123-23-8288

恵庭市総合体育館周辺

支笏湖温泉湖畔園地

１０月８日（月・祝）

１０月１０日（水）
～
１０月１３日（土）

WEえべつ祭り

恵庭渓谷紅葉バスめぐり

江別市

恵庭市

江別市民会館

地元中小企業の優れた商品・サービスを
販売、実演、体験など多彩な方法でPR
し、江別に根差す中小企業の存在・魅
力をアピールします

恵庭渓谷

期間中、恵庭市内各駅から恵庭渓谷ま
での循環バスを運行します。また、会場で
はえにわマルシェ出店者による飲食ブース
を用意しています。
※バスをご利用の場合は事前予約が必
要です。

９月６日（木）
１０月１１日（木）

すすきのはしご酒大会

札幌市

すすきの

日程変更

今年で13回目を迎える、参加店舗を
回ってお酒を楽しむイベント。受付時に配
布されるラリーカードに記載された参加4
店舗を2時間以内に“はしご酒”すると、
抽選で素敵な景品がもらえます。すすき
の一帯は、ラリーカードを首に下げ、千鳥
足で次の店に向かう参加者でにぎわいま
す。

（一社）北海道中小企業家
同友会
TEL 011-702-3411

恵庭市花と緑・観光課
TEL 0123-33-3131

（一社）すすきの観光協会
ＴＥＬ 011-518-2005

受付：札幌市中央区南4条西3丁目す
すきの仲町（中通り）

１０月１１日（木）
～
１０月１４日（日）

札幌国際短編映画祭

札幌市

１０月６日（土）
～１０月７日（日）

市内映画館他

２００６年から始まった映画祭。世界各
国からドキュメンタリーやアニメーション、ド
ラマなど数分から３０分ほどの長さの短編
映画がエントリーされます。

No Maps実行委員会
TEL 011-817-8924

江別市観光協会
特産品販売専門部会
TEL 011-389-9757

秋のえべつ特産味覚まつり

江別市

江別市内のさまざまな味覚を楽しめる
「秋のえべつ特産味覚まつり」が江別河
川防災ステーションで開催されます。この
江別河川防災ステーション
イベントでしか味わえない逸品や、江別の
特産品も販売されます。恒例のお楽しみ
抽選会なども行われます。

１０月２７日（土）

えにわハッピーハロウィン２０１８

恵庭市

キッズパフォーマンスや、恵庭に縁の深い
道と川の駅「花ロードえにわ」
ミュージシャン多数出演。秋の味覚たっぷ
屋外スペース
りのフードブースも登場します。

恵庭青年会議所
TEL 080-1866-3481
(前田)

１０月２７日（土）
～
１０月２８日（日）

ハロウィン２０１８
in 花ロードえにわ

恵庭市

道と川の駅「花ロードえにわ」

「ちびっこ仮装コンテスト」では参加してく
れた子どもたちにかわいいパンプキンクッ
キーをプレゼント。縁日コーナーではくじや
お菓子袋釣りコーナーを開催予定です。

（一社）恵庭観光協会
TEL 0123-37-8787

１０月１３日（土）
～
１０月１４日（日）

日程変更

※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

