石狩管内観光イベント予定表(令和元年８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

６月１日（土）
～
１０月２０日（日）

JOZANKEI NATURE
LUMINARIE
「SECRET NIGHT PARK」

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。

札幌市

（一社）定山渓観光協会
TEL 011-598-2012

６月２１日（金）
～
９月２３日（月）

えべチュンクエスト２０１９
『探せ！江別の宝と盗まれし
金色の麦穂』

江別市

江別市内を回り謎を解いていく参加体験型イ
ベントです。

江別市リアル謎解き事務局
TEL 011-214-0508

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

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、彼らを指導する一流
札幌芸術の森ほか 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

サッポロ・シティ・ジャズ
実行委員会
TEL 011-592-4125

道の駅石狩「あいろーど厚田」
TEL 0133-78-2300

江別アンテナショップ
GET'S
（参加受付場所）

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の
札幌市内中心部、
ジャズフェスティバル。国内外のアーティス
札幌芸術の森
トが出演し、市内各所でジャズイベントを
野外ステージほか
行います。

７月１３日(土)
～
８月２５日(日)

石狩市探検宝探し
『大綱元の財宝を探し出せ！』

石狩市

道の駅石狩「あいろーど 石狩市厚田区を舞台に、謎を解きながら周
厚田」
遊する参加型イベントです。謎解きをクリアし
(参加受付場所)
た方には抽選で石狩の特産品をプレゼント。

７月１３日(土)
～
８月１８日(日)

石狩浜海水浴場
あそびーち石狩

７月１９日(金)
～
８月１６日(金)

第６６回さっぽろ夏まつり

江別市

石狩市

市内直売所
（7か所）

石狩市弁天町地先

開設期間中は監視員常駐で安心。BBQや
キャンプが楽しめるエリアもあり、水洗トイレ・手
洗い場も完備。さらに今年は新感覚スポーツ
の登場やノンアルコールバーラウンジなどが登
場。イベントも盛りだくさんです。

札幌市

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
大通公園、札幌狸小
夏を楽しめるイベント。（ビアガーデンは８
路商店、すすきのほか
月１４日（水）まで、盆踊りは８月１０日
（土）～１６日（金））
今年は、サンバチームも初参加。初日には、「連合
太鼓」や、「花魁道中」。2日目は、サンバと
YOSAKOIソーラン踊り。最終日は、連合神輿がす
すきのに集結、宮入の後はサンバチームとコラボして
会場を練り歩きます。最後は、すすきのナイトフィー
バーで、締めくくります。祭り期間は、歩行者天国と
なった会場の通りに80軒の屋台が出店し、地元や
観光客をあたたかくおもてなし致します。

８月１日（木）
～
８月３日（土）

第５５回すすきの祭り

札幌市

８月３日（土）

浜益みなと祭り

石狩市

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

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

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。

すすきの
中央区南4条～南7条
西3丁目・西4丁目

浜益温泉スタート

（一社）石狩観光協会
TEL 0133-62-4611

さっぽろ夏まつり
実行委員会
TEL 011-281-6400

社)すすきの観光協会
TEL 011-518-2005

石狩湾漁業協同組合
浜益支所青年部
TEL 0133-79-3225

(一社）石狩観光協会
浜益事務所
TEL 0133-79-5700

８月３日（土）
～
８月４日（日）

江別地区市民まつり

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。

８月４日（日）

第16回しままつ鳴子祭り

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。
同日開催：えにわYOSAKOIソーランわく
わくフェスティバル

８月１０日（土）
～
８月１１日（日）

かのなサマーフェア

恵庭市

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。

恵庭市

市内の手づくり作家や飲食店が登録す
る「えにわマルシェ」が恵庭市民会館と市
役所駐車場を会場に50店以上のお店を えにわマルシェ実行委員会事務局
（恵庭市 花と緑・観光課）
揃えます。手づくり雑貨のワークショップや
TEL 0123-33-3131
恵庭市役所駐車場 そば打ち体験、ビアマルシェやお楽しみ抽
（内線2521）
選会など、誰もが楽しめるイベントが盛り
だくさん！

８月１０日（土）
～
８月１１日（日）

８月１３日（火）

しままつ鳴子祭り実行委員会
TEL 090-5118-1067 （中根）

農畜産物直売所
「かのな（花野菜）」
TEL 0123-36-2700

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

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。

(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）

島松夏まつり実行委員会
090-2055-9999（小野田）

８月１４日（水）
～
８月１５日（木）

恵庭駅通夏祭り

恵庭市

桜町多目的広場

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。

８月１５日（木）
～
８月１６日（金）

島松駅前盆踊り

恵庭市

島松駅前ロータリー

こども太鼓広場や島小ソーラン、こども盆
踊り・すずらん踊り、北海盆踊り、仮装盆
踊りなど様々な踊りに参加できます。

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

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

WESS
TEL 011-614-9999

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。

株式会社もりもと
TEL 0123-23-4181

札幌の中心部、狸小路の西界隈、狸小
路８丁目（タヌハチ）で今年も盆踊りを開
催します。観光客の方も大歓迎です。
子供盆踊り、北海盆踊りの他、なつかし
い「狸小路ばやし」による踊りも行いま
す。

狸小路８丁目商店会
狸八祭実行委員会
TEL 011-231-1717

８月１７日（土）
～
８月１８日（日）

新元号制定記念
おかげさま盆踊り

札幌市
（中央区）

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。キリングループ各社
道千歳工場
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

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

８月１８日（日）
～
８月２０日（火）

千歳市民納涼盆踊り大会

狸小路８丁目
特設会場

８月２４日（土）

農業まつり
（ちとせハスカップ広場）

千歳市

青空公園

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。

ちとせハスカップ広場
実行委員会事務局
TEL 0123-23-5600

恵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
恵庭商工会議所青年部事務局
ント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。

８月２４日（土）

第14回YEGフェスティバル・恵
庭にぎわいはしご酒

恵庭市

８月２４日（土）

えにわ農業まつり

恵庭市

８月２４日（土）

第４０回新しのつ青空まつり

新篠津村

８月２４日（土）
～
８月２５日（日）

フロンティアフェスタ２０１９

北広島市

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

第５回狸八祭

札幌市
（中央区）

９月１日（日）

９月６日（金）
～
９月２９日（日）

さっぽろオータムフェスト２０１９

９月７日（土）

モエレ沼芸術花火２０１９

９月７日（土）

えべつものづくりフェスタ＆
ほくでん総研一般公開

札幌市

札幌市

江別市

恵庭市役所前
駐車場

恵庭市内の農産物の販売をはじめ、楽 JA道央恵庭北広島営業センター
JA道央恵庭事務所
営業振興課
しいイベントが盛りだくさんです。ご家族で
駐車場
0123-36-8916
ぜひお越しください。

新篠津村
自治センター周辺

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フォーマンス、
田園太鼓、もち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。

首都圏の物産展等でも人気の美味職人達が集
合。極上ハムや蔵出しの未ろ過ビール、ワイン、加
芸術文化ホール臨時駐車
工品など、美味しいものが揃う。連日完売のハム
場（北広公園となり）
ベーコンや海産物のお楽しみ袋も！（お楽しみ袋の
一部は前売チケットを販売）

狸小路８丁目
特設会場

札幌の中心部、狸小路の西界隈、狸小
路８丁目（タヌハチ）で今年も狸八祭を
開催します。観光客の方も大歓迎です。
狸小路８丁目商店街の各店舗の出店
の他、各種イベントを開催します。

青空まつり実行委員会
TEL 0126-57-2111

フロンティアフェスタ実行委員会
TEL 011-377-6656

狸小路８丁目商店会
狸八祭実行委員会
TEL 011-231-1717

大通公園

「北海道・札幌の食」をテーマに北海道
各地のいろいろな食が集まります。北海
道内のご当地グルメ、市町村自慢の特
産品、北海道のお酒、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。

さっぽろオータムフェスト
実行委員会
（札幌観光協会）
TEL 011-281-6400

モエレ沼公園

全編を通して音楽のリズムや曲調に合わ
せ打上がり、名曲と相まって、深い感動
のひとときを体験できる北海道最大級の
花火大会です。国内屈指・最強の花火
会社が集結します。

モエレ沼芸術花火2019
実行委員会
TEL 0120-871-277

幼児から大人まで体験できる催しをたくさ
ん企画しています。ほくでん総研の研究
ほくでん総合研究所 実験紹介や、飲食・物販コーナーもあり
ます。

北海道電力(株)総合研究所
TEL 011-385-6553

（予定）９月１４日（土）
～
９月３０日（月）

（仮題）
Tobest 2nd Anniversary

当別町

（予定）
北欧の風道の駅とうべつ 道の駅2周年を記念した各店の限定メニュー
などを提供します

（株）tobe
TEL 0133-27-5260

９月１５日（日）

浜益ふるさと祭り

石狩市

新鮮な秋鮭の即売会をはじめ、浜益の農畜産物
川下海浜施設（浜益区川 が一堂に会するイベント。地場産品を使ったグルメ
下）イベント広場
の販売や、一般参加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

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
道の駅サーモンパーク千歳 釣堀、丸太切り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

「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。

（一社）石狩観光協会
TEL 0133-62-4611

９月１５日（日）
～
９月１６日（月）

インディアン水車まつり

千歳市

９月２１日（土）
～
２２日(日)

石狩さけまつり

石狩市

弁天歴史通り一帯

９月２1日（土）
～
９月２２日（日）

かのな大収穫祭

恵庭市

恵庭農畜産物直売所
「かのな」

石狩市

望来コミュニティーセンター
「みなくる」

９月２３日（月・祝）

厚田ふるさとあきあじ祭り

※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）

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

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。サケをはじめとする厚田の農
水産物の直売や、名物「あきあじ重さ当てクイ
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

