石狩管内観光イベント予定表(令和元年７月～)
開催日

イベント名

６月１日（土）
～
１０月２０日（日）

JOZANKEI NATURE
LUMINARIE
「SECRET NIGHT PARK」

６月２９日（土）
～
７月１５日（月・祝）

Rose Weeks 第12回 バラ祭

7月1日（月）
～
9月30日（月）

直売所スタンプラリー

７月６日(土)
～
８月２日(金)

PMF(国際教育音楽祭
パシフィック・ミュージック・
フェスティバル）

７月６日(土)

市町村

会場

イベント内容

主催・問合せ先

札幌市

定山渓温泉
二見公園

国立公園の豊かな自然を舞台に、自然
と共創するライティングイベント。新緑の
美しい６月から紅葉が映える１０月までの
毎日、都会の光とは違うイルミネーション
やプロジェクションが繰り広げられます。

（一社）定山渓観光協会
TEL 011-598-2012

えこりん村
銀河庭園

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、ローズツアーや
バラの講習会、ガーデンコンサートなどイ
ベントが多数行われます。また、バラの花
びらが舞う瞬間と撮影することも出来ま
す。

えこりん村サポートセンター
TEL 0123-34-7800

市内直売所
（7か所）

江別市内7カ所の直売所を巡るスタンプ
ラリーです。生産者の顔がみえる安全・
安心な農産物をもっと身近に感じること
ができます。
また、集めたスタンプの数に応じて抽選
で、江別特産品や地元農産品詰め合
わせ、えべチュングッズセットが当たりま
す！

江別市「まち」と「むら」の
交流推進協議会事務局
TEL 011-381-1025

恵庭市

江別市

札幌市

１９９０年から始まった世界の若手音楽
札幌コンサートホール 家を育成する国際教育音楽祭。演奏
Kitara、
家を目指す若者と、彼らを指導する一
札幌芸術の森ほか 流の教授陣が世界中から集まり、札幌
市内を中心に公演が行われます。

(公財)PMF組織委員会
TEL 011-242-2211

北海道真駒内花火大会

札幌市

今年で９回目を迎える花火大会。音
真駒内セキスイハイム 楽、証明、炎をミックスした演出とともに
スタジアム
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６日（土）
～
７月７日（日）

四番街まつり

札幌市

四番街さっぽろホコテン

札幌駅前通スクランブル交差点でのス
テージパフォーマンス、中央分離帯での
縁日など、ゆったり楽しめる２日間のイベ
ントです。

札幌四番街商店街
振興組合事務局
TEL 011-231-5475

７月７日(日)
～
８月２５日（日）

SAPPORO CITY JAZZ
2019 夏

札幌市

「札幌がジャズの街になる」をコンセプト
札幌教育文化会館、
に、２００７年に始まった国内最大規模
札幌市内中心部、
のジャズフェスティバル。国内外のアーティ
札幌芸術の森
ストが出演し、市内各所でジャズイベント
野外ステージほか
を行います。

サッポロ・シティ・ジャズ
実行委員会
TEL 011-592-4125

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
恵み野駅→
川の駅「花ロードえにわ」などを回ります。
サッポロビール庭園駅
約１１kmの基本コースのほか、約８．５
km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

７月７日（日）

ＪＲヘルシーウォーキング2019

恵庭市

７月７日（日）

サッポロビール
ビヤフェスティバル
第３０回おんこ祭

恵庭市

サッポロビール
北海道工場

「サッポロビール☆道産子感謝Day」の一
環として、開催されるイベント。ステージイ
ベントや屋台、できたて生ビールなどが楽
しめます。

サッポロビール株式会社
北海道工場おんこ祭事務局
TEL 0123-33-4508

７月７日(日)

第１２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１２日（金）
～
７月１３日（土）

７月１３日（土）
～
７月１４日（日）

７月１３日（土）

めぐみの庭めぐり

第３０回えべつやきもの市

千歳民報・市民納涼花火大会

恵庭市

恵み野地区

恵庭市恵み野のまちを循環バスが走りま
す。ガーデナーや地域の皆さんが丹精こ
めてつくった素敵なお庭をぐるっと巡ること
ができます。

恵庭花のまちづくり
推進会議事務局
（市役所 花と緑・観光課）
TEL 0123-33-3131

江別市

江別市コミュニティ
センター周辺

道内の作家、アマチュアによる陶芸品、
ガラス、金属工芸品等の販売や飲食店
など約３００のお店が並びます。毎年恒
例のれんがドミノややきものにちなんだ企
画が実施されます。

えべつやきもの市
実行委員会事務局
TEL 011-391-2160

千歳市

青葉多目的広場
（千歳市真町・
ダイナックスアリーナ
千歳市スポーツ
センター横）

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５１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

全道から集結したYOSAKOIチームによる
７月１３日（土）
～
７月１５日（月）

スカイ・ビア＆YOSAKOI祭

千歳市

千歳市役所駐車場 トーナメント及びパレードのほか、 会場内
（千歳市東雲町２丁目 には飲食ブースが出店し、４大ビールメー
３４番地）ほか
カーのビールや地ビールなどを味わうことが

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

できます。

７月１３日（土）
～
７月１５日（月）

清流千歳川
噴水フェスティバル・
清流千歳川あんどんまつり

千歳市

７月１３日（土）
～
７月１４日（日）

第７回北の酒まつり
inきたひろしま

北広島市

７月１３日（土）
～
７月１４日（日）

北海道ハイウェイ
Show Area

千歳川河畔に、清涼感あふれる噴水と
市内小学生が描いたあんどんが設置さ
千歳市清水町・東雲 れます。噴水は扇型をつくり、夜には、カ
町清水橋
クテル光線で噴水を照らし、幻想的な雰
～仲の橋の間
囲気を演出するとともに、あんどんに灯か
りをともし、鮮やかにライトアップされます。

北広島駅西口
北広公園隣り

広島県と北海道の日本酒の飲み比べが
できるイベント。数量限定で全国各地の
清酒の飲み比べもできます。

北の酒まつり
実行委員会
TEL 011-373-8338

北広島市

輪厚PA他

高速道路のサービスエリアやパーキングエ
リアから地域の魅力を発信することを目
的として、各地域自慢のグルメや特産品
などをPRするイベントです。

NEXCO東日本お客様センター
TEL 0570-024-024

７月１３日（土）

はまますピリカ・ビーチ海開き

石狩市

川下海水浴場
「はまますピリカ・
ビーチ」

７月１３日（土）

「あそびーち石狩」海開き

石狩市

石狩浜海水浴場
「あそびーち石狩」

７月１３日（土）

７月１９日(金)
～
８月１６日(金)

厚田海浜プール海開き

第６６回さっぽろ夏まつり

千歳市民夏まつり
実行委員会事務局
TEL 0123-23-2175

石狩市

札幌市

厚田海浜プール

札幌から１時間４０分の距離にあり、砂
浜の美しい海水浴場として人気のビーチ
です。隣接した川下海浜公園ではきれ
いな芝生の上でキャンプなどができます。
（海水浴期間は８月１８日まで）

（一社）石狩観光協会
TEL 0133-62-4611

安全祈願祭を皮切りに、ライフセーバー
によるデモ救助訓練などが行われます。
（海水浴期間は８月１８日まで）

（一社）石狩観光協会
TEL 0133-62-4611

厚田漁港の隣に位置し、波がおだやかで
お子様にもおすすめです。近くには道の
駅石狩「あいろーど厚田」もあります。
（海水浴期間は８月１８日まで）

（一社）石狩観光協会
TEL 0133-62-4611

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
大通公園、札幌狸小
で夏を楽しめるイベント。（ビアガーデンは
路商店、すすきのほか
８月１４日（水）まで、盆踊りは８月１０日
（土）～１６日（金））

さっぽろ夏まつり
実行委員会
TEL 011-281-6400

７月２０日（土）

７月２５日（木）
～
７月２７日（日）

千歳・道新花火大会

ちとせ川ビール祭り

７月２６日（金）

２０１９道新・UHB花火大会

７月２７日（土）

第10回三四会まつり＆
第42回恵庭三四会
納涼花火大会

７月２７日（土）

７月２７日（土）
～
７月２８日（日）

７月２７日（土）
～
７月２８日（日）

７月２８日（日）

第１０回わくわくお仕事体験

えべつ北海鳴子まつり

江別市民まつりin野幌

第32回恵み野夏まつり

千歳市

千歳市住吉
スターマインを中心に約２，０００発が打
（住吉ソフトボール場）
ち上げられます。
千歳市サーモンパーク

千歳・道新花火大会
実行委員会
TEL 011-210-5733

千歳市

グリーンベルト
お祭り広場

グリーンベルトを会場に、おいしいビールと
食べ物を楽しむ「ちとせ川 ビール祭り」が
開催されます。会場内では、ステージイベ
ントが行われるなど多くの催しがありま
す。

ちとせビアガーデン
実行委員会事務局
TEL 0123-23-2175

札幌市

豊平川南大橋
～幌平橋間
（札幌市中央区
南１３条西１丁目
付近）

半世紀ほどの歴史があり、札幌中心部
の豊平川南大橋付近で開催される花
火大会です。

道新・UHB花火大会
TEL 011-210-5732

恵庭市

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、3400発の色鮮やかな花火が夜
桜町多目的広場
空を飾ります。ステージパフォーマンス
やストラックアウト、大抽選会等、楽
しいイベントも開催されます。

恵庭市

桜町多目的広場

小・中学生を対象に「恵庭三四会まつ
り」と同時開催。今回もたくさんの「おしご
と」が体験できるようになっています。夏休
みの思い出にぜひ遊びに来てください。

（一社）恵庭青年会議所
TEL 0123-32-0196

かわなか公園
8丁目通り会場

地元の鳴子踊りチームやYOSAKOIソー
ランチーム、路上パフォーマンスチームなど
華やかな演舞が繰り広げられるイベント
です。（「江別市民まつりin野幌」と同時
開催です）

えべつ北海鳴子まつり
実行委員会事務局
TEL 011-383-6087

かわなか公園
8丁目通り会場

江別の夏祭りの中で最も大きなイベン
ト。和太鼓演奏、中国武術・フラダンス、
野幌太々神楽などのステージイベント
や、のっぽろ美味の広場などもあり、お子
さまから学生さん、大人の皆さんもお楽し
みいただけるイベントです。（「えべつ北海
鳴子まつり」と同時開催です）

江別市民まつり
野幌地区実行委員会
TEL 011-382-3740

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、フリーマーケット等
…小さい子供からお年寄りまで楽しめま
す。

恵み野夏まつり実行委員会
TEL 0123-25-9152

江別市

江別市

恵庭市

８月３日（土）

浜益みなと祭り

８月３日（土）

浜益「いっぺ、かだれや」
ヘルシーウォーク

石狩市

８月３日（土）
～
８月４日（日）

かのなサマーフェア

恵庭市

石狩市

地元浜益の漁業組合青年部が企画す
る夏祭り。浜益の海の幸が味わえる屋
石狩市浜益区浜益
台や花火大会等、イベントが盛りだくさ
ん。

恵庭三四会まつり
実行委員会
TEL 090-3391-5534

石狩湾漁業協同組合
浜益支所青年部
TEL 0133-79-3225

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。

(一社）石狩観光協会
浜益事務所
TEL 0133-79-5700

農畜産物直売所
「かのな（花野菜）」

恵庭農畜産物直売所「かのな」が開
催。旬の夏野菜や花苗などが特別価格
でお求めいただけます。

農畜産物直売所
「かのな（花野菜）」
TEL 0123-36-2700

8月3日（土）
～
8月4日（日）

江別地区市民まつり

８月４日（日）

第16回しままつ鳴子まつり

８月１０日（土）
～
８月１１日（日）

8月13日（火）

江別市

江別市コミュニティ
センター前

縁日や、KID'S DANCE、豊太鼓演舞、
「土佐大綱まつり」、また、子供盆踊りや
江別地区市民まつり実行委員会
大型紙芝居、大道芸などが開催されま
TEL 011-382-3271
す。最終日には納涼花火大会が行われ
ます。

恵庭市

JR島松駅前通り

恵庭市島松地域夏の一大イベント。郷
土芸能「すずらん踊り」や強豪チームが
名を連ねる「YOSAKOI演舞」などが行わ
れ、島松全体が熱気に包まれます。

しままつ鳴子まつり実行委員会
TEL 090-5118-1067 （中根）

恵庭市民会館
3階 中ホール

えにわマルシェ

第5回とうべつ花火大会

恵庭市

市内の手づくり作家や飲食店が登録す えにわマルシェ実行委員会事務局
る「えにわマルシェ」が恵庭市民会館と市
（恵庭市 花と緑・観光課）
TEL 0123-33-3131
役所駐車場を会場に50店以上のお店
恵庭市役所駐車場
（内線2521）
を揃えます。

当別町

阿蘇公園

～夜空に煌めく花火のように、永遠に煌
めけ愛する故郷～ をテーマに開催。打
ち上げ予定数は4500発。花火デザイン
を募集する、「花火デザイン＆名前コンテ
スト」や「うちわデザインコンテスト」「花火
大会司会チャレンジ」等の企画も行いま
す。野外ビアパーティーも同時開催しま
す。

えにあす駐車場
すみれ公園

子どもから大人まで楽しめるイベントが盛
りだくさんです。
すずらん踊り、こども盆踊り、大人盆踊り
が開催されます。15日（木）は抽選会も
開催されます。

(一社)当別青年会議所
TEL 0133-23-2447

北央薬品販売（株）
0123-34-0828（行澤）

８月１４日（水）
～
８月１５日（木）

第19回恵庭駅通夏祭り

恵庭市

８月１６日（金）
～
８月１７日（土）

RISING SUN ROCK FESTIVAL
2019 in EZO

石狩市

８月１７日（土）

もりもと工場祭

千歳市

８月１８日（日）

キリン北海道ビアフェスティバル
in 千歳

千歳市

キリンビール（株）北海道千歳工場で開
キリンビール（株）北海
催されるイベントです。キリングループ各
道千歳工場
社の商品も多数販売されます。

キリンビール北海道千歳工場
TEL 0123-24-5606

８月１８日（日）
～
８月２０日（火）

千歳市民納涼盆踊り大会

千歳市

千歳市幸町4丁目周
毎年たくさんの参加者が中心市街地を
辺（グリーンベルト
練り歩きます。夏にはかかせない盆踊り、
・おまつり広場
ぜひ足をお運びください。
～幸町1丁目）

千歳市民夏まつり
実行委員会事務局
TEL 0123-23-2175

千歳市

地産地消の推進と地元農産物のＰＲを
する祭り。 会場では千歳産の新鮮野菜
や牛肉、豚肉の販売を始め、飲食コー
ナーや屋台があるほか、とうきびの早むき
大会、お楽しみ抽選会などが行われま
す。

８月２４日（土）

８月２４日（土）

農業まつり
（ちとせハスカップ広場）

第14回YEGフェスティバル

恵庭市

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

もりもと第一工場

青空公園

恵庭市役所前
駐車場

工場製造商品できたて販売のほか、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。

WESS
TEL 011-614-9999

株式会社もりもと
TEL 0123-23-4181

ちとせハスカップ広場
実行委員会事務局
TEL 0123-23-5600

庭の晩夏を賑やかに演出する、恵庭商
工会議所青年部主催のお楽しみイベン
恵庭商工会議所青年部事務局
トYEGフェスティバルです。今年は
TEL 0123-34-1111
「CosPa!」と題してコスプレコンテストを開
催します。

村最大のイベント。出店や特産品の販
売、もちまき、地元の子ども達によるパ
フォーマンス、山車パレードなどが行われ
自治センター前広場
ます。
熱気球体験搭乗やグライダー展示もあり
ます。

第４０回新しのつ青空まつり
実行委員会事務局

８月２４日（土）

第４０回 新しのつ青空まつり

新篠津村

8月31日（土）

まるごと江別2019

江別市

ＪＡ道央江別支店

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。

江別青年会議所
TEL 011-383-9678

8月31日（土）

第19回えべつ農業まつり

江別市

ＪＡ道央江別支店

地場産農畜産物の販売など（詳細は未
定）

えべつ農業まつり実行委員会
TEL 011-382-4114

8月31日（土）

第3回えべつ花火

江別市

江別市角山206番地

道内では、ここでしか見られない「全国の
有名花火師による競技大会」が開催さ
れるほか、音楽やよさこいなどとコラボする
花火が楽しめます。

えべつ花火実行委員会
TEL 011-887-8733

※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。
【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）

