観光関係行催事予定表（平成２８年２月分）
市町名

名称

開催日時

会場（人数）

内

容

主催・問合せ先

新十津川町

新十津川小学校5･6
年生書初め展

1月26日（火）
農村環境改善 小学校高学年の元気いっぱいの書初
～
センター
めを多数展示しています。
2月14日（日）

新十津川町教育委員会
0125-76-4233

新十津川町

本から生まれた手作
り作品展

2月1日（月）
新十津川町図 色々な本に載っている作品を参考にし
～
書館
た手作り作品展です。
2月26日（金）

新十津川町図書館
0125-76-3746

第47回ふかがわ氷雪
まつり

メイン会場の花園公園では、大雪像、
氷像、市民雪像や子どもに大人気のす
べり台、チューブすべり台が設置されま
す！
2月5日（金） 花園公園 他
2月5日（金）は16～18時までは大すべり
～7日（土） （28,000人）
台のみ開放。6日（土）、7日（日）は10時
から各屋台の出店やスノーモービルラ
フティングなどの魅力的なイベントが盛
りだくさんです！

ふかがわ氷雪まつり実行
委員会（市商工労政課
内）
0164-26-2264

深川市

2月6日(土)
～7日(日)

さっぽろ雪まつりに次ぐ北海道2番目に
歴史のある冬のイベント「美唄雪んこま
つり」。滑り台付大雪像が公園の中央に
美唄市役所前 ドンと構え、特設ステージに地産戦隊ビ 美唄観光物産協会
中央公園
バレンジャーが登場すると子どもたちの 0126-63-0103
歓声が響き渡ります。その他、ころころ
キャンドルを作り点灯式を行うなど、楽
しいイベントが盛りだくさんです。

美唄市

美唄雪んこまつり

芦別市

6日（土）は、道の駅でキャンドルナイト
と題し、キャンドルカフェやイグル―キャ
ンドルなど、ロマンチックな夜を演出しま
2月6日（土）
す。
あしべつ雪まつり2016 16:00～20:00 道の駅スター
また、7日（日）には、例年大好評の巨
～ゆきって楽しいね～
7日（日）
プラザ芦別
大すべり台や、宝探しゲーム、アイスク
11:00～15:00
リーム作り体験など子どもたちが楽しめ
るゲームのほか、大人も楽しめる多数
のイベントを用意しています。

栗山町

第13回くりやまウイン
ターフェスティバルち
びっこ広場

一般社団法人 芦別青年
会議所
（担当：山崎）
090-3898-7547

高さ約10ｍの雪像ジャンボ滑り台のほ くりやまウインターフェス
駅前通り商店 か、宝探しゲーム、雪上ジャンボカルタ ティバルちびっこ広場実
2月6日（土）
街イベント広 大会、ご当地ヒーロー「クリレンジャー」 行委員会（栗山商工会議
10:00～13:00
場（500人）
ショー、もちつき大会など、家族で楽し 所内）
める冬のイベントです。
TEL 0123-72-1278

桂沢国設スキー場
サンクスデー

2月7日（日）

砂川市

子どもの国ウィンター
フェスティバル

そりすべりやスノーラフティング、歩くス
キー体験等冬ならではのイベントが盛り
北海道子ども
北海道子どもの国
2月7日（日）
だくさん。小さなお子様や外遊びは・・・
の国
0125-54-2166
という方でも屋内遊戯スペースを用意し
てあります。

歌志内市

第３０回
歌志内なまはげ祭り

真冬の夜に全身にみのをまとい、大き
なまはげの会事務局（勤
2月7日（日） 歌志内市公民 な鬼面をかぶった男達がなまはげに扮
務先：歌志内商工会議所
17：00～18：00 館 駐車場 し声を上げ会場内を練り歩く姿は迫力
0125-42-2495）
満点。

三笠市

桂沢国設ス
キー場

スノーラフティング体験
バナナボート体験
三笠市商工観光課
雪中運動会
01267-2-3997
一足早いバレンタインデーチョコまき！
あったかサービス（スープサービス）

観光関係行催事予定表（平成２８年２月分）
市町名

名称

開催日時

会場（人数）

内

容

主催・問合せ先

南幌町

会場ではスノーモービル試乗会や雪合
戦エキシビジョン、大型すべり台を楽し
2月7日（日）
むことができます。また、南幌町ピュア
南幌町スポー
10：00～16：00
ライス、ぶた汁やココアの提供もありま 2016なんぽろ冬まつり実
ツセンター前
2016なんぽろ冬まつり （アイスキャン
す。さらに、地元アイドルグループスペ 行委員会
特設会場、ふ
ドル点灯式16：
シャリティガールズ、フルーティのステー （事務局：011-378-2121）
るさと物産館
30）
ジもあります。16時30分からはアイス
キャンドル点灯式があり、素敵な光景が
見れます。

滝川市

今日からできる笑顔
の子育て術

2月8日（月） 滝川市役所
10:00～11:40 （定員28名）

上砂川町

第6回上砂川雪ん子
まつり

旧上砂川駅舎前広場を中心に、子供が
2月13日(土） 旧上砂川駅舎
上砂川商工会議所
楽しめる大きな滑り台を設置。子供向け
11:00～15:00 前広場
0125-62-2410
ゲームやもちつき体験等も行います。

歌志内市

第17回ＦＩＳ公認ＫＡＭ 2月14日（土） かもい岳ス
ＯＩＤＡＫＥＣＵＰ
～15日（日） キー場

沼田町

セルフケアの手法や心に響く絵本との
ひとときを通して、お母さんの心が満た 滝川市立図書館
され元気になれる講座です。
0125-22-4646
講師：神山ゆめり（産業カウンセラー）

国際スキー連盟公認のスキー大会。
トップレーサー達の熱い闘いが繰り広
げられる。

かもい岳スキー連盟事務
局
0125-42-2772

大型滑り台や雪合戦などの各種ゲーム 輝け雪のまちフェスタ
町民パークゴ
イベントを実施する他、屋台なども出店 実行委員会
ルフ場駐車場
します。
0164-35-2111

輝け雪のまちフェスタ

2月14日（土）

かんじきウォーク

2月16日（火） 日本庭園
受付：9：30～ （パンケの湯
出発：10：00 出発）

新十津川中学校水彩
画展

2月16日（火）
農村環境改善
新十津川町教育委員会
～
中学生が描いた水彩画を展示します。
センター
0125-76-4233
3月6日（日）

沼田町

地酒まつり

全国各地の様々な地酒・焼酎を堪能す
ほろしん温泉 ることができます。また、お酒に合う美 ほろしん温泉ほたる館
2月19日（金）
ほたる館
味しい料理や、疲れを癒す温泉も同時 0164-358-1188
に楽しめます。

滝川市

市民やボランティアによる紙袋を使った
第14回たきかわ紙袋
一般社団法人たきかわ
2月20日（土） 滝川駅前及び 手作りランターンからこぼれる1本のロ
ランターンフェスティバ
観光協会
17:00～20:00 周辺
ウソクのあたたかな光が、滝川の街な
ル
0125-23-0030
かを幻想的な世界へ導きます。

滝川市

「雪中ドッジボール大会」「すべり台」「馬
2月20日（土）
そり」「スノーモービル」など冬をめいっ
一般社団法人たきかわ
10:00～16:30 滝川文化公園 ぱい楽しめるアトラクション！地場産食
観光協会
2月21日（日） 特設会場
材を使用した「冬のうまいもん広場」
0125-23-0030
10:00～15:00
も！食べて遊んで滝川の冬を満喫しよ
う!

上砂川町

新十津川町

2016たきかわ冬まつ
り

誰の足跡もない雪原を「かんじき」を履
いて歩くイベント。冬季閉鎖中の日本庭
上砂川振興公社
園が会場のため、冬の日本庭園をご覧
0125-62-2526
いただける唯一の機会ともなっていま
す。

観光関係行催事予定表（平成２８年２月分）
市町名

滝川市

夕張市

名称

開催日時

会場（人数）

内

容

主催・問合せ先

朗読の森～Winter～

耳と心で味わう朗読会です。朗読ボラン
2月23日（火） 滝川市立図書
滝川市立図書館
ティアが短編小説やエッセイ等を朗読し
18:00～
館
0125-22-4646
ます。

ゆうばり国際ファンタ
スティック映画祭2016

今回で26回目となる「映画のあるまち」
ホテルシュー ゆうばりを代表するイベント。世界各地
2月25日（木）
NPO法人ゆうばりファンタ
パロほか市内 から集まった多くの映画ファンや映画関
～29日（月）
0123-57-7652
各会場
係者が映画を通して感動や喜びを一体
となって共有することができる。

岩見沢市

雪とふれあい冬を楽しもうと、若者たち
が広く市民の参加を呼びかけて手作り
の冬まつり「ドカ雪まつり」を開催してい
第26回ＩＷＡＭＩＺＡＷＡ 2月26日(金) 駅東市民広場
岩見沢市観光協会
ます。会場では、大小さまざまな市民雪
ドカ雪まつり
～28日(日) 公園
0126-22-3470
像やすべり台、人間ばんば競争、屋台
のアツアツ料理など、見て、体験して、
食べて、作って楽しむ冬まつりです。

歌志内市

第32回全道かもい岳
ジュニアスキー大会

2月27日（土） かもい岳ス
～28日（日） キー場

かもい岳スキー連盟事務
ジュニア選手が集い、日頃の練習の成
局
果を競い合う。
0125-42-2772

