
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

４月２3日（土）
～

１０月３０日（日）
プチマルシェin花ロードえにわ 恵庭市 道と川の駅花ロードえにわ

市内在住の手づくり作家や市内の飲食店が参加するえにわマル
シェが道と川の駅花ロードえにわを会場にプチマルシェを開催しま
す。
※コロナ感染拡大の状況に応じて、開催を中止する可能性がござい
ます。
開催状況については、右記へお問い合わせください。

えにわマルシェ実行委員会
事務局

（恵庭市花と緑・観光課）
TEL0123-33-3131

（内線2521）

６月１日（水）
～

１０月２３日（日）
Jozankei Nature Luminarie 札幌市 定山渓二見公園

定山渓の自然を活かしたライトアップイベント。繊細で美しい灯りが
皆様をお出迎えします。6～8月は19時～21時、9～10月は18時～
21時に毎日ご覧いただけます。

定山渓観光協会
TEL 011-598-2012

６月８日（水）
～

６月１２日（日）
第31回YOSAKOIソーラン祭り 札幌市 大通公園ほか

初夏の札幌を舞台に自由で独創的なリズムに乗って踊り子たちが演
舞します。
※感染対策を実施した上で、会場数を縮小して開催予定。

組織委員会
TEL 011-231-4351

6月11日（土）
・

6月12日（日）

いしかり本町灯台とハマナスＤＡＹ～石狩灯台
130周年記念～

石狩市 石狩市本町地区

石狩浜でハマナスの花が最盛期を迎える時期に、ハマナスを用いた
商品や体験を堪能できるはまなすフェスティバルをはじめ、カイト
フェスティバルや石狩灯台の一般公開、本町ぐるっとスタンプラリー
等を開催します。

石狩市企画経済部
商工労働観光課

TEL 0133-72-3167

6月17日(金）
～

6月26日（日）

北欧の風道の駅とうべつ
北欧フェア

当別町 北欧の風道の駅とうべつ
姉妹都市レクサンド市のあるスウェーデン産の雑貨やお菓子等を販
売します。

（株）tobe
TEL0133-27-5260

６月18日(土)
・

６月19日(日)
FEELD　GOOD　FES.　北海道 石狩市 石狩湾新港地域特設会場

キャンプ、野外アクティビティなどのギア、アイテムの販売や最新キャ
ンピングカー、カスタム4WDや車メーカー展示、ストライダー体験や
トークイベント、ライブステージ、野外サウナ、ドッグランのほか、特設
サイトでは野外キャンプまでできるアウトドアをまるごと楽しめるイベ
ントです。

FEELD　GOOD　FES.　実
行委員会（㈱ユニットプロモー

ション内）
TEL　011-623-8588

６月1９日（日） 夏至祭 当別町 北欧の風道の駅とうべつ

北欧の夏を代表するお祭り「夏至祭」は、集落と子孫の繁栄、そして
待ちに待った夏を迎える喜びを祝うイベントです。祭りのメインイベ
ントは「マイストング」というポールの立ち上げ。スウェーデンヒルズ
の公園や交流センターを会場に、さまざまなプログラムが行われる
お祭りです。※「マイストング」・「フォークダンス」についてはコロナウ
イルス感染症対策のため、実施しません。

当別・レクサンド都市交流協会
TEL 0133-2３-２４４７

６月２４日（金） ナイトパーク 当別町 当別町本通り及び中央通り
月末金曜日の夕方歩行者天国イベント「とうべつナイトパーク」。
子供から中高生、大学生、社会人からお年寄りまでみんなで路上茶
の間で晩御飯食べる感覚で集まるイベントです。

当別町商工会
TEL0133-23-2447

６月２４日（金）
～

６月２６日（日）
サッポロフラワーカーペット2022 札幌市 札幌市北3条広場ほか

札幌市北3条広場において、北海道の花や自然素材等を利用して、
一般参加者とともに色鮮やかなフラワーカーペットを制作します。

札幌駅前通まちづくり会社
TEL 011-211-6406

６月２５日（土）
～

７月１８日（月・祝）
ローズウィーク 恵庭市 えこりん村銀河庭園

美しく香りのよいイングリッシュローズとオールドローズ中心に、６５
０品種、約５，０００株のバラが開花し、バラの香りに包まれ華やかで
優雅な雰囲気の銀河庭園を鑑賞できます。「ロズビィのバラ畑」にあ
る”幸福の扉”や、「ローズガーデン」のツルバラが咲くアーバーなど
絵になる風景がたくさんあり、さまざまなバラの表情をご覧いただけ
ます。
農薬や化学肥料を使わずに安全に育てたバラを使ったオリジナルの
ローズスイーツもお楽しみいただけます。

えこりん村
ＴＥＬ　0123-34-7800

６月２５日（土）
～

７月２４日（日）

ガーデンフェスタ北海道2022
（第39回全国都市緑化北海道フェア）

恵庭市
花の拠点・中島公園、隣接する河川

空間、及びまちなか会場等

全国都市緑化フェアは国民一人ひとりが緑の大切さを認識するとと
もに、緑を守り、愉しめる知識を深め、緑がもたらす快適で豊かな暮
らしがある街づくりを進めるための普及啓発事業として、昭和58年
（1983年）から毎年、全国各地で開催されている花と緑の祭典で
す。

恵庭市経済部
　全国都市緑化北海道フェア

推進室
TEL 0123-29-5983

石狩管内観光イベント予定表(令和４年６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

７月１日(金)
～

８月31日(水)

鮭のまち石狩－黄金の鮭伝説2022－
（謎解きイベント）

石狩市 市内各所
謎解きシートとスマホのGPSを使用する謎解きイベントです。正解
するとオリジナルグッズが貰えるほか、景品が当たるチャンスもあり
ます。

石狩市企画経済部
商工労働観光課

TEL 0133-72-3167

7月2日（土） 煌めく夏の星座と大いなる天の川の流れ（仮） 新篠津村
新篠津村ふれあい公園星座観測場
（ふれあい公園パークゴルフ場敷地

内）

　昨年8月に完成したふれあい公園星座観測場において、今年初の
観測イベントを開催します。
　よく晴れた夜には800～1000個を超える星が見え、日を跨ぐにつ
れて星の数はさらに増えていきます。
　当日は専門の講師をお招きし、新篠津の夜空に輝く星たちに関し
た解説をしてもらいます。

新篠津村役場総務課商工観光
係

（共催：新篠津村観光協会）
TEL　0126-57-2111

７月９日(土)
～

８月21日(日)
石狩市公設海水浴場海開き 石狩市

石狩浜海水浴場（あそびーち）・厚
田海浜プール・川下海水浴場（はま

ますピリカ・ビーチ）

石狩市内の公設海水浴場が開設となります。石狩浜海水浴場では
親子で楽しめるキッズエリアを設置するほか、アウトドア車イスやア
クセスマットを整備したユニバーサルビーチとして、身体が不自由な
方にもお楽しみいただけます。

石狩市企画経済部
商工労働観光課

TEL 0133-72-3167

7月9日（土） 北海道真駒内花火大会 札幌市 真駒内セキスイハイムスタジアム
22,000発以上の花火と照明・炎を、音楽とシンクロさせた花火大
会。北海道内を中心とした人気店が多数出店します。小学生以上有
料。

実行委員会
TEL 011-841-8166

7月9日（土）
・

7月10日（日）
第33回えべつやきもの市 江別市

江別市役所北側の特設会場
（江別市向ヶ丘26）

道内の陶芸家やガラス作家、陶芸サークルなど約250店が出店しま
す。
作り手と交流をしながら、「とっておきの一品」を見つけてみません
か。

やきもの市実行委員会
（NPO法人やきもの21内）

TEL：011-391-2160

7月10日（日） 北海道亜麻まつり 当別町 当別町東裏2796-1

　亜麻に関する各種展示物や町内の農産物販売、亜麻の実を使っ
た食品を扱った飲食ブースの展開や「亜麻色の髪の乙女」を題材と
した歌唱コンクールなど、亜麻いっぱいのイベントです。※亜麻製品
販売については、コロナ対策のため、屋外で実施

㈲亜麻公社
TEL 0133-25-3730

7月16日（土） 第6回えべつ花火 江別市 江別市角山206番地(予定)
花火大会及びステージイベントを開催予定。
※悪天候の場合は7/17(日)：再延期なし

えべつ花火実行委員会
TEL 011-398-4560

7月16日（土）
・

7月17日（日）

SAPPORO CITY JAZZ 2022
パークジャズライブ＆パークジャズライブコンテ

スト
札幌市 市内各所

市内各所でプロ・アマのバンドによるパークジャズライブ、芸術の森
でのコンテストを開催します。

実行委員会
TEL 011-592-4125

７月16日（土）
・

７月17日（日）
スカイ・ビア＆ＹＯＳＡＫＯＩ祭 千歳市

グリーンベルトおまつり広場、つど
いの広場

会場では、飲食エリアとＹＯＳＡＫＯＩ観覧エリアを設け、観覧エリア
にてＹＯＳＡＫＯＩのステージ演舞を行うほか、ニューサンロード商店
街でのパレードを行います。
また、飲食エリアにてビール等の飲料を提供するほか、千歳市商店
街振興組合連合会によるキッチンカーイベントの同日開催も予定し
ています。
※ＹＯＳＡＫＯＩは16日のみ開催
※北海道が示す感染対策ガイドラインに基づき、感染対策の徹底を
図ります

スカイ・ビア＆YOSAKOI祭
実行委員会事務局

TEL 0123-24-0366

7月22日（金） カルチャーナイト2022 札幌市 -

札幌市内の公共・文化施設、企業施設の夜間開放とYouTube動画
配信。
 参加施設・団体は、それぞれの専門分野や特色を生かしたプログラ
ムを展開し、参加者に地域文化を楽しんでもらいます。

実行委員会
TEL 011-261-8633

7月22日（金）
～

８月１７日（水）
第69回さっぽろ夏まつり 札幌市

大通公園、札幌狸小路商店街、す
すきの

国内最大級のビアガーデンや狸まつり、すすきの祭りなど、様々なイ
ベントで夏を楽しめるイベント。（ビアガーデン、狸まつりは８月１７日
（水）まで、すすきの祭りは８月４日（木）～８月６日（土）まで。）
※北海盆踊りは中止

組織委員会
TEL 011-2８１-６４００

☎011-204-5830
☎011-222-4894
　（札幌市コールセンター）
☎011-381-1091
☎0123-24-0377
☎0123-33-3131
☎011-372-3311
☎0133-72-3167
☎0133-23-3129
☎0126-57-2111

※各イベントは開催中止となる場合がありますのでご了承ください。
　 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

◎石狩市企画経済部商工労働観光課
◎当別町経済部産業振興課
◎新篠津村役場総務課

◎札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課

◎江別市経済部観光振興課
◎千歳市観光スポーツ部観光課観光企画係
◎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

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/sightseeing-guide/
https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/life/3/
http://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/category/29.html
https://www.sapporo.travel/
http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/life/3/
https://www.city.chitose.lg.jp/
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/hanatokanko/eventjoho/index.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/category/3.html
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