石狩管内観光イベント予定表(平成３１年２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

メインオブジェ、立木装飾など、幻想
的なイルミネーションが、札幌駅前
通、大通公園、南一条通、北３条
広場(アカプラ)、札幌駅南口駅前広
場を鮮やかに彩ります。
（大通会場：１２月２５日(火)まで、
駅前通会場：２月１１日(月・祝)ま
で）

さっぽろホワイト
イルミネーション
実行委員会
TEL 011-281-6400

１１月２２日(木)
～
３月１４日(木)

第３８回さっぽろホワイト
イルミネーション

札幌市

大通公園
駅前通
南一条通
札幌市北3条広場
(アカプラ)
札幌駅南口駅前広
場

１月２５日（金）
～
２月１７日（日）

千歳・支笏湖氷濤まつり

千歳市

支笏湖温泉

支笏湖の湖水を吹きかけてできあが
る大小様々な氷像は、昼は支笏湖
ブルーに輝き、夜はライトアップされ幻
想的な世界を演出します。

支笏湖まつり実行委員会
TEL 0123-23-8288

道の駅しんしのつ

ワカサギ釣りで賑わう新篠津村に新
たな冬の目玉イベントが登場。札幌
国際大学の学生が企画した数々の
屋外アトラクションや餅つき大会で冬
の新篠津を満喫できます。

石狩振興局地域政策課
TEL 011-204-5815

札幌市

定山渓神社

２０１１年からスタートした定山渓神
社を会場に開催されるスノーキャンド
ルイベント。雪で作られた無数の灯
篭に灯る温かな明かりが幻想的な世
界を演出します。

（一社）定山渓観光協会
TEL 011-598-2012

札幌市

大通公園
すすきの
つどーむ

国内外から約２５０万人以上が訪れ
るイベント。大通公園では様々な雪
氷像が並び、日没から２２時までライ
トアップされます。
（大通・すすきの：２月４日～１１日、
つどーむ：１月３１日～２月１１日）

さっぽろ雪まつり実行委員会
TEL 011-281-6400

江別市役所北側
向ヶ丘特設会場

江別の冬の一大イベント！雪の滑り
台、ゆきデコ（雪だるまの装飾）、
様々なステージイベントなどが行われ
ます。温かい飲み物や食べ物の他、
江別の特産品を販売するお店も多
数出店します。

えべつ冬季イベント
実行委員会事務局
ＴＥＬ 011-381-1015

花ロードえにわ
恵み野商店街他、
恵庭市内19会場

道と川の駅「花ロードえにわ」や恵み
野商店街など、恵庭市内１９会場で
行われるキャンドルイベント。恵庭の
街中がアイスキャンドルやスノーランタ
ンで幻想的な灯りで彩られます。ま
た、花ロードえにわとフレスポ恵み野
では、ランタン製作体験（参加自由）
を実施されます。
※恵庭地区は２月２日（土）、恵み
野地区は２月９日（土）日没～２０
時頃まで

えにわシーニックナイト
実行委員会事務局
TEL 090-6219-9602

えこりん村

犬ぞりのマッシャー（操縦士）がそり犬
たちを率いてゴール地点までのタイム
を競う競技。ドライバーの戦略で勝
敗が変わってくる迫力満点のレースで
す。出張えにわマルシェinえにわ犬ぞ
り大会も同時開催します。

えにわ犬ぞり大会
実行委員会
TEL 0123-34-7800

雪で作られたジャンボすべり台や、ス
ノーモービルそり引きなどのアトラクショ
北広島市イベント広 ンが人気のイベント。北広島のご当
場
地ジンギスカンの食べ比べが出来る
（北広島市共栄３１ 「寒地焼肉まつり」も同時開催！土
４）
曜日の夜には花火大会も開催しま
す。

北広島市祭り
実行委員会
TEL 011-372-3311

１月２７日（日）

１月３０日（水）
～
２月３日（日）

１月３１日（木）
～
２月１１日（月・祝）

２月２日（土）
～
２月３日（日）

２月２日（土）
～
２月９日（土）

２月２日（土）
～
２月３日（日）

２月２日（土）
～
２月３日（日）

雪に恋！しんしのつ
～SHINSHINOTSU SNOW FESTIVAL～

定山渓温泉雪灯路２０１９

第７０回さっぽろ雪まつり

２０１９えべつ
スノーフェスティバル

えにわシーニックナイト２０１９

第８回えにわ犬ぞり大会

第３３回北広島
ふれあい雪まつり

新篠津村

江別市

恵庭市

恵庭市

北広島市

２月６日（木）
～
２月９日（土）

光と氷のオブジェ

千歳市

グリーンベルト
おまつり広場

２月９日（土）

恵み野キャンドルナイト

恵庭市

恵み野駅前商店会

２月９日（土）

第３６回えにわ雪んこまつり

約１，５００個のキャンドルが厳寒の
夜を柔らかな灯かりで包み込みます。
氷像や雪像、イルミネーションも設置
千歳の冬を楽しむ実行委員会
され、幻想的で幽玄な美しさを醸し
（千歳商工会議所内）
出します。
TEL 0123-23-2175
また、野外売店や子どもが遊べるす
べり台、宝探しゲームなども行われま
す。

「えにわシーニックナイト」と連動して
行っているイベント。各商店がおのお
の個性的な雪、氷のオブジェで店先
をロウソクの灯りで照らします。

ベーカリーハウス・ピーコック
TEL 0123-37-1361

恵庭市

今年も「ルルマップ自然公園ふれらん
ど」内の「スノーランドるるまっぷ」で子
ルルマップ自然公園ふ どもから大人まで楽しめるアクティビ
れらんど
ティ盛りだくさんの冬のお祭りが開催さ
れます。心も身体も温まる、あったか
屋台村も登場します。

あそ雪の広場実行委員会
TEL 0133-23-3073

恵庭青年会議所
TEL 090-6691-1220
(佐藤)

２月９日（土）
～
２月１０日（日）

第３７回あそ雪の広場

当別町

阿蘇公園
（石狩郡当別町元
町）

今年で３７回目を迎える当別町の冬
の一大イベント。毎年人気の大型雪
のすべり台や航空自衛隊当別分屯
基地による雪上車の体験乗車、しゃ
んしゃん馬そりの他、ステージイベント
も実施予定。毎年恒例の冬の花火
は９日の１８時３０分からスタート。1，
５００発が打ち上げられます。

２月１１日（月）

ちとせホルメンコーレンマーチ

千歳市

千歳市スポーツ
センター内

純白の雪と静寂な林間のコースで行
われる歩くスキーの集いです。３３キ
ロ・７キロ・４キロの種目が開催されま
す。

ちとせホルメンコーレンマーチ
実行委員会事務局
TEL 0123-22-4150

千歳市

美味しいグルメとキッズスペースで大
人気の道の駅「サーモンパーク千歳」
道の駅サーモンパーク
で、常夏を感じる「アロハ祭り」が開
千歳
催決定。一緒に踊って、寒い冬を乗
り切ろう。

道の駅サーモンパーク千歳
TEL 0123-29-3972

２月１６日（土）
～
２月１７日（日）

真冬の常夏アロハ祭り

２月１７日（日）

第３１回恵庭クロスカントリー
スキー大会

恵庭市

アップダウンが少なく滑走しやすいと参
加者から好評を得ている大会。一人
での参加はもちろん、職場仲間、友 恵庭クロスカントリースキー大
恵庭市畜産共進会
人とチームを組んで参加できる「リ
会実行委員会事務局
場
レーの部」も開催されます。また、「リ
TEL 0123-21-9900
レーの部」では全国でも珍しい自衛
隊の部もあります。

３月１５日（金）
～
３月１７日（日）

春の花ロードえにわ
洋らんフェスタ２０１７

恵庭市

洋らん約１２０鉢の展示、育成相
道と川の駅「花ロード
談、洋らん販売、植替指導（有料）
えにわ」
などを行います。

※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

☎011-204-5830
☎011-222-4894

◎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

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

（札幌市コールセンター）

恵庭オーキッド倶楽部
TEL 090-8740-4333
(安木)

