石狩管内観光イベント予定表(令和元年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

６月１日（土）
～
１０月２０日（日）

JOZANKEI NATURE
LUMINARIE
「SECRET NIGHT PARK」

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

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

７月１日（月）
～
９月３０日（月）

９月１日（日）

直売所スタンプラリー

第５回狸八祭

９月１日（日）

江別工業団地協同組合
創立45周年記念
「第7回工業祭」

９月１日（日）

ツール・ド・キタヒロ2019
～ジンギスカン・イーターズ
by Bicycle～

９月６日（金）
～
９月２９日（日）

さっぽろオータムフェスト２０１９

江別市

札幌市
（中央区）

江別市

北広島市

札幌市

９月７日（土）

モエレ沼芸術花火２０１９

札幌市

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

江別市

江別アンテナショップ
GET'S
（参加受付場所）

市内直売所
（7か所）

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。

団地内製造製品を安価で販売する他、
江別市内で人気のスイーツ販売もありま
江別工業会館
す。縄文太鼓演奏で有名な「茂呂剛
（江別工業団地内）
伸」さんや江別にかかわりのある若手
ミュージシャンもやってきます。

狸小路８丁目商店会
狸八祭実行委員会
TEL 011-231-1717

江別工業団地協同組合
TEL 011-384-3262

北広島市内

自転車で市内を巡った後、北広島市のジン
ギスカンを食べ比べます。総走行距離約45キ
ロメートル、市の歴史に触れ、地元スイーツも
堪能できます。
・申込期間：８月５日(月) ～19日(月)
・参加費：1人4000円
（昼食、体験費用、保険費用等込）

北広島市経済部
観光振興課
TEL 011-372-3311

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

北海道電力(株)総合研究所
TEL 011-385-6553

ます。

９月１３日（金）
～
９月１５日（日）

９月１４日（土）
～
９月２３日（月・祝）

９月１４日（土）
～
１０月１４日（月・祝）

鴨々川ノスタルジア

道の駅とうべつ２周年祭

ダリアウィーク

札幌市

浄土宗北縁山
「寺町すすきのを遊ぶ」をキーワードに日
新善光寺
真宗大谷派札幌別院 本文化を紹介するイベントです。茶道、
東本願寺
篆刻（印鑑作り）などが体験できます。
中島公園 日本庭園

当別町

北欧の風
道の駅とうべつ

恵庭市

えこりん村
銀河庭園
（有料エリア）

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

秋の陽射しに輝くこの時期だけのフォトスポット
が登場。100品種2千株のダリアが庭園を彩り
ます。

鴨々川ノスタルジア
実行委員会
TEL 080-9618-4240

（株）tobe
TEL 0133-27-5260

えこりん村サポートセンター
TEL 0123-34-7800

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、浜益の農畜産物が
川下海浜施設（浜益区川 一堂に会するイベント。地場産品を使ったグルメの
下）イベント広場
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。

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。

９月１５日（日）
～
９月１６日（月）

インディアン水車まつり

千歳市

道の駅
サーモンパーク千歳

９月２１日（土）
～
９月２２日（日）

石狩さけまつり

石狩市

弁天歴史通り一帯 など、会場内で販売するサケグルメは必見で

９月２1日（土）
～
９月２２日（日）

かのな大収穫祭

９月２２日（日）

ちとせ生涯学習まちづくり
フェスティバル
「ふるさとポケット」

「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
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。

恵庭市

恵庭農畜産物
直売所
「かのな」

千歳市

千歳市
グリーンベルト

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。

県人会の鍋など郷土料理が味わえるほ
か、森の舞台、科学実験、手作り作品
の展示販売など多彩な催し物が繰り広
げられます。

（一社）石狩観光協会
浜益事務所
TEL 0133-79-5700

インディアン水車まつり
実行委員会
TEL 0123-40-0151

（一社）石狩観光協会
TEL 0133-62-4611

農畜産物直売所
「かのな（花野菜）」
TEL 0123-36-2700

ちとせ生涯学習まちづくり
フェスティバル実行委員会
事務局
（千歳市生涯学習課内）
TEL 0123-24-3153

海の幸、山の幸など、厚田のふるさとの味を

９月２３日（月・祝）

厚田ふるさとあきあじ祭り

石狩市

望来コミュニティー 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
センター
クイズ」、「クジ付き餅まき」など各種ゲームが
「みなくる」

石狩北商工会
TEL 0133-78-2513

真駒内
セキスイハイム
スタジアムほか

1976年にスタートした北日本最大級の市民
ハーフマラソン大会。毎年秋に開催され各種
目で総勢14,000人が参加する、札幌を代表
するスポーツイベントです。

札幌マラソン事務局
TEL 011-530-5562

札幌プラザ2・5ほか

通称は「SAPPOROショートフェスト」。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
などの短編映画がエントリーされ、会期中は、
コンペ入選作品約60本のほか、特別プログラ
ムを毎日市内の映画館などで上映されます。
今年は押井 守監督が国際審査員として来
札します。

No Maps実行委員会
TEL 011-817-8924

支笏湖まつり実行委員会
TEL 0123-23-8288

テイクサントラベル
TEL 0123-36-2119

開催されます。

１０月６日（日）

１０月１６日（水）
～
１０月２０日（日）

第44回札幌マラソン

第14回札幌国際短編映画祭

札幌市

札幌市

１０月１３日（日）

支笏湖紅葉まつり

千歳市

千歳市支笏湖温泉
湖畔園地

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。きのこや旬の野菜の
販売、支笏湖名物の支笏湖チップ（ヒメマス）
ときのこがたっぷり入った味覚汁も大好評。お
祭りの後は、温泉でゆっくりのんびりと過ごすの
がおすすめです。

１０月１１日（金）
～
１０月１４日（月・祝）

恵庭渓谷紅葉バスめぐり

恵庭市

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。

１０月１９日（土）

えにわハッピーハロウィン2019

恵庭市

北海道文教大学 内容未定

※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）

恵庭青年会議所
TEL 090-6691-1220(佐藤)

