
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

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
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16日（土）
～

８月２日（火）

ＰＭＦ（パシフィック・ミュージック・
フェスティバル）

札幌市
コンサートホールＫｉｔａｒａ、芸術の

森ほか

若手音楽家を育成するとともに、音楽教育を通じて音楽文化の普
及・発展をめざす国際教育音楽祭。ピクニックコンサートでは野外で
クラシックを楽しめます。

組織委員会
TEL 011-２４２-２２１１

7月21日（木）
～

10月31日（月）

江別市リアル謎解きゲーム
「えべチュンクエスト」

江別市 市内各所

市内各所に設置された問題を解きながらストーリーを読み進めてい
く参加型体験イベントです。初級・上級両コースとも徒歩編・ドライブ
編を設定していますので、子どもから大人まで楽しめます。また、
ゲームシートを協力店に提示すると割引などの特典が受けられま
す。
謎を解き応募すると、抽選で市の特産品などが当たりますので、ぜ
ひ挑戦してみてください。

江別市リアル謎解きゲーム
事務局
TEL080-4064-2311

7月22日（金）
～

８月１７日（水）

札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周
年記念

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

８月４日（木）
～

８月６日（土）
2022年夏　すすきの祭り 札幌市 すすきの地区

すすきの屋台、花魁道中、みこし渡御など、すすきのが一大イベント
会場に。綺麗な花魁は必見です。

すすきの観光協会
TEL011-518-2005

8月6日（土） きたひろ夏祭り 北広島市 市民交流広場（北広島市役所横）

夏のひととき、少しでもお祭り気分を味わっていただくため1日だけ
のイベントを企画しました。昔の子ども遊び（スーパーボールすくい、
スマートボールなど）、キッチンカーによる飲食物販売（テイクアウトだ
け）を予定しています。

（一社）北海道きたひろ観光協会
TEL080-7259-2815

８月７日（日）
えにわマルシェ

～市民のためのつながるマルシェ～
恵庭市 市民活動センターえにあす

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
シェ本開催が３年ぶりに復活し、市民活動センターえにあすを会場
に開催されます。作家さんの作品を間近で見ながら購入したり、恵
庭ならではのフードを食べてみたり、楽しみ方は十人十色。

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）

８月12日（金）
・

８月13日（土）

RISING SUN ROCK
FESTIVAL 2022 in EZO

石狩市
石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設

会場
今年で２３回目の開催となる大規模野外音楽フェス

株式会社ウエス
TEL011-614-9999

８月２０日（日） 第17回YEGフェスティバル 恵庭市 花の拠点（はなふる）

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
楽しみイベントYEGフェスティバル。
今年は恵庭を含む各地の逸品を集めた「ご当地うまいもの銘品店」
や、花のまち恵庭らしく会場の木々をライトアップし花とお酒を楽し
む「恵庭にぎわい花見酒」が開催予定です。
ぜひご来場ください。

恵庭商工会議所青年部事務局
TEL0123-34-1111

８月26日（金） とうべつナイトパーク2022 当別町 当別町中央通り・本通り特設会場

歩行者天国で路上で当別グルメが楽しめるイベント。飲食・雑貨等
およそ２０店舗が出店し、夜の町でお楽しみいただけるお祭りとなっ
ております。地元のダンスチームやシンガーソングライターが出演し、
イベントを盛り上げてくれるので是非ご来場ください。

当別町商工会
TEL　0133-23-2447

石狩管内観光イベント予定表(令和４年8月～)

https://jozankei.jp/event/luminarie/
https://www.pmf.or.jp/
https://www.pmf.or.jp/
https://ebetsu-kanko.jp/ebechun-quest/
https://ebetsu-kanko.jp/ebechun-quest/
https://sapporo-natsu.com/
https://sapporo-natsu.com/
https://sapporo-natsu.com/
https://rsr.wess.co.jp/
https://rsr.wess.co.jp/
https://r.goope.jp/tobetsu


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

８月27日（土）
第43回新しのつ青空まつり

中止
新篠津村 新篠津村自治センター

毎年8月下旬に開催される村の一大イベント。
例年、村民がほとんど手作りで制作した大小さまざまな個性的なデ
ザインと村内を練り歩く勇壮な山車パレードで盛り上がり、夜空に輝
く色とりどりの花火が祭りのフィナーレを飾ります。今年はコロナ禍
の状況での開催となるため、祭りのコンセプトを崩さない範囲で規
模の縮小や内容を見直し、3年ぶりに開催します。

新しのつ青空まつり実行委員
会

TEL　0126-57-2111

８月28日（日） プチマルシェinフレスポ恵み野 恵庭市 フレスポ恵み野

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
シェがフレスポ恵み野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）

８月28日（日） 北海道マラソン 札幌市 大通公園発着
国内外の招待選手を含めた総勢1万人を超えるランナーが札幌市内
各地を激走します。夏季では国内最大級のマラソン大会であり、多く
の一般ランナーが参加する大イベントです。

北海道マラソンインフォメー
ションセンター

TEL0570-047-033

９月３日（土） モエレ沼芸術花火２０２２ 札幌市 モエレ沼公園
平成24年に始まった花火大会。花火と音楽のコラボレーションが見
どころです。小学生以上有料。

事務局
TEL011-375-7271

9月９日（金）
～

１０月１日（土）
さっぽろオータムフェスト２０２２ 札幌市 大通公園

大通公園を会場として行われる、実りの秋を祝い、味覚を楽しむ食
のイベントです。『北海道・札幌の食』をメインテーマとし、道内各地
から旬の食材やご当地グルメを一堂に取りそろえることによって、道
内各地域の｢食｣のアンテナショップとしての役割を果たします。

実行委員会
TEL011-281-6400

９月10日（土）
・

９月11日（日）
SHIKOTSUKO BLUE CAMP 千歳市 支笏湖畔　美笛キャンプ場

北海道内でも有数のキャンプ場「美笛キャンプ場」でキャンプをしつ
つ、ライブやアクティビティを楽しみ、その中で周囲の自然環境を再
発見してもらうイベントです。
※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
※イベントの詳細は公式ホームページを随時更新中となりますので
ご確認ください

千歳市観光スポーツ部
観光課観光企画係

TEL0123-24-0377

９月16日（金）
～

9月25日（日）
5周年祭 当別町 北欧の風 道の駅とうべつ

開業5周年を記念したイベントを開催します。期間中は館内にて5周
年祭限定メニューの販売を行います。また開業記念日の9月23日
（金祝）には屋外にて吹奏楽部のコンサートやこの日限りの飲食店の
出店、スウェーデンの伝統スポーツ「kubb（クッブ）」の体験会を開
催予定です。

株式会社tobe
（北欧の風 道の駅とうべつ）

TEL0133-27-5260

9月18日（日）
・

９月19日（月・祝）
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

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。日本屈指の水質を誇る支笏湖から流れ出る千歳川は、北海
道のサケ増殖事業発祥の川で、毎年秋になるとたくさんのサケがそ
上します。インディアン水車まつりでは、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。
※イベントの内容は変更となる場合があります

インディアン水車まつり実行委員会

TEL0123-40-6030

9月24日(土) えにわん産業祭 恵庭市 花の拠点（はなふる）
例年大好評だった「えにわん産業祭」を３年ぶりに開催します。
初企画のイベントも盛りだくさん。見て、聞いて、食べて、触って恵庭
の企業を体験しましょう。

恵庭市経済部商工労働課
TEL0123-33-3131

☎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

https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/
https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/
https://www.shikotsuko-bluecamp.jp/
https://tobest.co.jp/michinoeki/
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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