別

紙

観光関係行催事予定表（平成３０年９月分）
市町名

名称

開催日時

会場（人数）

内

容

主催・問合せ先・URL等

岩見沢市

そらちワインピクニッ
ク2018

9月1日(土)
10:00～15:00

空知管内のおいしいワインと食を楽し
むイベント。質の高いワイン造りにこだ
岩見沢
わるワイナリーやヴィンヤードが集まる ワインピクニック事務局
駅東市民会場 空知。爽やかな風に吹かれながら美味 0126-35-7128
しい空知産ワインとワインに合う食など
を楽しめます。

岩見沢市

第3回 岩見沢オク
トーバーフェスト

9月1日（土）～
2日（日）
11:00～18:00

岩見沢オクトーバー
普段はなかなか飲めない樽生のドイツ
岩見沢
フェスト実行委員会
ビールや、外国のクラフトビールも多数
駅東市民会場
惑星コーネリアス
ご用意しております！！
090-9082-4547

南幌町

野祭
～ＹＡＳＡＩ～

9月1日 (土)
11:00～16:00

南幌町役場
駐車場
(雨天時:南幌
町農村環境改
善センター)

滝川市

そらちワイン×ワイン
Festa2018

9月1日(土)
16:00～19:00
2日(日)
11:00～15:00

ＪＡたきかわ 希少価値の高い空知産ワインと、滝川
滝川市観光国際課
赤レンガ倉庫 をはじめとした空知の食のマリアー
0125-28-8031（直通）
前特設会場 ジュを楽しんでいただくイベントです。

滝川市

第3回滝川市立図書
館を使った調べる学
習コンクール

9月1日（土）～
30日（日）

滝川市立
図書館

今年で3回目の開催となる、まちの若
手農業者が立ち上げた魅力ある祭りで
す。農産物還元販売、トラクター綱引き
対決、南幌産新鮮野菜を使った本格料
理や各種出店があります。また、最後
には大抽選会も開催されます。

【主催】
農猿
【事務局】
城地 080-3232-9080

夏休みの宿題に調べる学習はいかが
ですか？図書館の資料を使って調べ
ながら、見る・聞く等の体験を取り入れ
て、その結果何がわかったかをまとめ
たものを作品とします。調べるテーマは
自由です。小学校低学年、中学年、高 滝川市立図書館
学年の部門に分け募集します。（滝川 0125-22-4646
に関することをテーマにした作品を対
象に郷土賞もあります。）
※市外の方も参加OK！
くわしくはお問い合わせください。

新十津川町

三笠市

新十津川ほっこり山
祭り

野外博物館ガイドDay

9月1日（土）
12：00～24：00
2日（日）
10：00～17：00

新十津川のスキー場で特別に行われ
るイベント。LIVEをはじめとするステー
ほっこり山祭り実行委
新十津川そっ ジショーは、ダンスや大道芸など盛りだ
員会
ち岳スキー場 くさん。他にも会場では、たくさんの露
TEL 080-9520-6170
店が出店するので一日中楽しめるイベ
ントです。

9月2日(日)
13：00～16：00

事前予約不要で三笠ジオパークのガ
イドツアーを気軽に体験できます。
炭鉱遺産や地質、地層などを見学でき 三笠ジオパーク推進協
野外博物館 る三笠ジオパークの代表的なコース
議会事務局(三笠市役
（三笠市立博 を、ガイドがご案内します。
所商工観光課内)
物館前にて受
01267-2-3997
付)
※時間中随時受付、当日参加可能
http://www.city.mikasa
最終受付15：00
.hokkaido.jp/geopark/
高校生以上500円、中学生以下300円
(※未就学児無料)
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観光関係行催事予定表（平成３０年９月分）
市町名

三笠市

歌志内市

名称

化石の収蔵庫や資料室など、普段は
入ることのできない博物館のウラ側を
三笠市立博物 学芸員の解説付きで見学するツアーで
館駐車場集合 す。
20名限定
※アンモナイトレプリカ体験付!!
（中学生以下 要予約・有料
は保護者同 高校生以上700円、小中学生400円
伴）
※当日行われる野外博物館ガイドDay
にお得な料金で参加できます。
高校生以上300円、小中学生200円

雲海café

かもい岳ス
キー場山頂

9月8日（土）～
9日（日）
10：00～15：00

全国有数のそばの生産量を誇る「そば
どころ」である空知。空知のそばを思う
岩見沢
存分堪能し、そばの魅力を再発見でき
駅東市民会場 る2日間のイベントです。そば粉、そば
打ち用品の販売や、そば挽き・そば打
ち体験もできるコーナーもあります。

第2回遊歩市

三笠市

容

9月2日（日）
9月9日（日）
9月17日（月）
5:00～7:00（予
定）

妹背牛町

岩見沢市

内

9月2日（日）
9：30～12：15

空そば祭り

岩見沢市

会場（人数）

博物館バックヤードツ
アー
～Let'sウラ側探検隊
～

岩見沢市

歌志内市

開催日時

商工フェスティバル
「もってけまつり」

主催・問合せ先・URL等

三笠ジオパーク推進協
議会事務局（三笠市役
所商工観光課内）
01267-2-3997
http://www.city.mikasa
.hokkaido.jp/geopark/

かもい岳山頂から雲海の景色を眺め
ながら、オリジナルコーヒーを飲めるカ
株式会社プラッサ
フェをオープンします。
0125-42-2717
体験ヨガ、ミニマルシェ、ギター生演奏
等のイベントも日替わりで実施。

空そば推進協議会
TEL0126-22-6267
0126-23-5219

かつての賑わい”縁日”の復活。商店
妹背牛商工会
街各所で美味しい食べ物・ゲームなど
0164-32-2025
の楽しさがいっぱい。

9月8日(土)
16:00～19:00

妹背牛町
商店街

9月9日（日）
10:00～

市内商店による激安店や飲食コー
道 の 駅 う た し ナーのほか、魚介や野菜などの大安
歌志内商工会議所
ないチロルの 売りも開催されます。また、地元特産
0125-42-2495
湯駐車場
品なども当たるお楽しみ抽選会は、大
変人気があります。

いわみざわ百餅まつ
り

岩見沢特産であるお米を使った岩見沢
市最大のお祭り。直径約2ｍ、重さ約５
トンの世界最大の大臼を用いた餅つき
9月15日（土）～ 岩見沢市中心
岩見沢市観光協会
は迫力満点。毎年人気の小学生以下
17日（月・祝） 商店街
TEL 0126-22-3470
を対象にした餅つき体験、各日のラス
トは長寿を祈念した餅まきも行われま
す。

いわみざわ情熱フェ
スティバル

岩見沢の新鮮で安心・安全な農産物、
自慢の特産品を販売。ほかにも市民 岩見沢市観光物産振
9月16日（日）～ 岩見沢
参加によるイベントも盛り沢山の、岩見 興課
17日（月・祝） 駅東市民会場
沢の魅力がたっぷり詰まった2日間で TEL 0126-23-4111
す。

石炭産業見学ツアー
～石炭今昔物語～

9月15日（土）
10：00～16：20

三笠市立博物
館駐車場集合
22名限定（中
学生以下は保
護者同伴）

ジオツアー限定で砂子組の石炭露天
掘り現場を見学し、石炭や地層、化石
など大地の魅力をたっぷりと堪能でき
るツアーです。
要予約・有料
高校生以上1,820円、小中学生1,520円

三笠ジオパーク推進協
議会事務局(三笠市役
所商工観光課内)
01267-2-3997
http://www.city.mikasa
.hokkaido.jp/geopark/
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観光関係行催事予定表（平成３０年９月分）
市町名

砂川市

砂川市

名称

開催日時

会場（人数）

内

容

主催・問合せ先・URL等

子どもの国秋まつり

縁日コーナーではパンやクッキー、串
焼きなどの販売が行われるほか、フ
北海道子どもの国管理
9月15日(土)～ 北海道子ども リーマーケットも開催されます。チョー 事務所
17日(月・祝) の国
クでの「らくがき」を体験できる体験コー 0125-53-3319
ナーや、ポニーの乗馬などができる動
物ふれあいコーナーもあります。

なかそらち大収穫祭

砂川ハイウェ 中空知の５市５町が大集合！旬の食
砂川ハイウェイオアシ
9月16日(日)～ イオアシス館 材や特産品を集め販売します。大道芸
ス観光株式会社
17日(月・祝) 屋外北側子ど 人によるパフォーマンスやスタンプラ
0125-53-2460
もの国敷地内 リーもあります。

夕張市

夕張メロン加工品見
本市&マルシェ

9月16日（日）
10:00～14:30

夕張メロンを原料とした、加工食品及
び地場商品の紹介・販売。夕張メロン
加工品見本市に参加した商社が自社
商品の試食PRを行い、アンケートを消
費者様より頂き、今後の商品開発に生
道の駅夕張メ
道の駅夕張メロード
かしてもらう、フードコーナーや地場産
ロード
0123-53-8111
野菜の販売もあり、イベントではアン
ケートを頂いた方より後日抽選で夕張
メロンをプレゼント（翌年）いたします。
ほかにも野菜の重量当てや、アマチュ
アのライブショーなどを行います。

由仁町

そらちゲートエリア・
サイクルロゲイニング
2018

9月16日（日）
8:30～16:30

そらちゲートエリア・サ
由仁町、栗山 自転車版オリエンテーション
イクルロゲイニング実
町、長沼町、 南空知4町内にあるロードサインと一
行委員会
南幌町
緒に写真を撮り、ポイントを競う競技。
由仁町0123-83-2114

南幌町

なんぽろいちばin円
山動物園

9月17日 (月・祝)
円山動物園
10:00～16:00

南幌町で採れた旬野菜や南幌町の特
産品を数量限定で販売します。
南幌町まちづくり課
また、南幌町のゆるキャラ「キャベッチ 企業誘致グループ
くん」によるミニゲームコーナーも行わ 011-378-2121
れます。

清水沢まちあるき

9月22日（土）
14:00～15:30

一般社団法人清水沢
集合場所：JR 清水沢地区のおもしろい！を探すまち プロジェクト
清水沢駅待合 あるき。毎月第4土曜日に開催してい 0123-57-7463
室
ます。参加費はおこころざしで。
ｈｔｔ
p://shimizusawa.com/

岩見沢市

第8回 鉄道EXPO in
いわみざわ

9/22（土）
10:00～17:00
9/23（日）
10:00～16:00

JR岩見沢複
合駅舎内

岩見沢市

いわみざわローズ
フェスタ2018（秋）

9/22（土）～
10/21（日）
9:00～17:00

いわみざわ公園バラ園で行われるイベ
いわみざわ公園 色彩
いわみざわ公 ント。園内を巡るローズツアーのほか、
館
園バラ園
ハンドメイド雑貨の販売など各種イベン
TEL 0126-25-6111
トを行っています。

夕張市

鉄道のまち岩見沢で行われる鉄道好
き必見のイベント。鉄道模型やトラス橋 岩見沢市観光協会
の展示、講演会など盛りだくさんの２日 0126-22-3470
間です。
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観光関係行催事予定表（平成３０年９月分）
市町名

三笠市

名称

秋の三笠鉄道村イベ
ント

開催日時

会場（人数）

9月22日（土）～
24日（月）
三笠鉄道村
9：00～16：00

内

容

秋の三笠鉄道村イベントでは、ＳＬの運
転席乗車体験をはじめ、小さいお子様
も参加できる「ぽっぽフィッシング」や
「風船の魔法使いベラ」さんによるバ
ルーンショーなど様々な企画を行いま
す。

主催・問合せ先・URL等

三笠鉄道記念館
電話 01267-3-1123
http://www.s304.com/

滝川市

古本もってけ祭 in
WaiWaiフェスタ2018

9月22日（土）
12:00～14:00

図書館で不要になった資料を利活用し
ていただく古本もってけ祭。提供資料
空知自動車学
滝川市立図書館
は5千冊!!どなたでも、無償提供いたし
校
0125-22-4646
ます。WaiWaiフェスタ2018会場内で実
施します。（雨天決行）

長沼町

夕やけ市

9月22日（土）
17:30～20:00

地元商店街の人達が工夫を凝らして、 同実行委員会（長沼町
長沼町商店街
露店やバザーを出店し、実行委員会に 商工会）
通
よる多彩なイベントを実施。
０１２３－８８－２２２１

秋空の下、走る楽しみを味わいなが
ら、田園風景の広がる平たんで走りや
すいコースを７種目の中から自分の体
力に合わせて走ることを目的にした大
会です。

主催 ピパオイヘル
シーロードレース大会
実行委員会/空知陸上
競技協会
連絡先 美唄市教育委
員会スポーツ振興課
0126-35-1316

三笠ジオパーク推進協
議会（三笠市役所商工
観光課内）
01267-2-3997
http://www.city.mikasa
.hokkaido.jp/geopark/

美唄市

第２７回ピパオイヘル
シーロードレース兼第
２３回美唄市ハーフマ
ラソン

三笠市

道の駅三笠
（水車側駐車
一億年時間旅行体感 9月24日（月・祝）
場）集合
ツアー
10：00～15：00
22名限定（中
～パフェで〆る～
学生以下は保
護者同伴）

アンモナイトが泳いでいた一億年前か
ら、炭鉱まちとして栄えた現在までの
三笠を体感できるツアーです。食では
三笠の多様な地層を表現した白川とう
ふ店限定パフェをご賞味いただけま
す。
要予約・有料
高校生以上2,980円、小中学生2,680円

成人向けワークショッ
プ
「珈琲を楽しもう」

まちの駅
ふらっと
（定員9人）

CAFÉ MEDERUの佐々木 智世佳さ
ん、柴田 裕章さんを講師にお招きし、
アイスコーヒーやアレンジコーヒーの淹
上砂川町教育委員会
れ方を学びます。
0125-62-2881
月1回 第４木曜日の18：00～20：00
参加料：５００円
町内在住者を対象

クロフォード公
園集合
22名限定
（中学生以下
は保護者同
伴）

北海道初の鉄道「幌内鉄道」や、北海
道初の近代炭鉱「幌内炭鉱」を見学し
ます。トロッコやアドベンチャートレイン
の乗車体験もあり、大人からお子様ま
でお楽しみいただけるツアーです。
要予約・有料
高校生以上3,180円、中学生2,860円、
小学生1,860円

三笠ジオパーク推進協
議会事務局(三笠市役
所商工観光課内)
01267-2-3997
http://www.city.mikasa
.hokkaido.jp/geopark/

鶴沼公園

道内の手打ちそば同好会の方々によ
る、浦臼産ぼたんそば粉を使った打ち
立てのそばが食べられるイベントで
す。恒例のそばの早食い大会や大食
い大会、そば名人による手打ちの実演
なども見どころです。

ぼたんそば収穫祭実行
委員会
0125-68-2114
http://www.town.uraus
u.hokkaido.jp/

上砂川町

三笠市

浦臼町

幌内炭鉱探検ツアー
～三笠の車窓から～

浦臼産ぼたんそば
新そば収穫祭in浦臼

9月23日(日)
9:10～13:00

9月27日（木）
18：00～20：00

9月29日（土）
12：00～16：30

9月29日(土)
10：00～14：30
9月30日(日)
10：00～14：30

美唄市内
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観光関係行催事予定表（平成３０年９月分）
市町名

名称

開催日時

雨竜町

「秋の大収穫感謝祭・
新米祭り」

9月30日（日）
9:00～16:00

美唄市

芦別市

芦別市

びばいカントリーライ
ド ２０１８

9月30日（日）
9:00～

会場（人数）

内

容

主催・問合せ先・URL等

道の駅
田園の里
うりゅう
1,500人

収穫感謝祭として、雨竜米（新米）の販
㈱雨竜町振興公社
売や米すくい、秋野菜の販売などが開
0125-79-2100
催されます。

美唄市内

地元サイクリストのサポートで、初めて
でも安心１５㎞コースと満足の７０㎞
コースを、遠く眺める樺戸連山や美し
い田園風景と一体となって駆け抜け
る！！エイドでは美唄グルメを提供、
美唄ならではのリラックスタイムを満喫
していただきます。
“カントリーライド”とは、田舎でのサイ
クリング。美唄ならではの田園風景、
芸術、自然、新鮮な空気の中を自転車
で走り、都会の方ににリラックスした時
間を提供することをコンセプトとして、
都会の日常では見られない美唄の景
色をアピールします。

主催 びばいカントリー
ライド実行委員会
連絡先 美唄市役所観
光振興課 0126-630112

赤毛のアンをキャッチフレーズに、１９
カナディアン
赤毛のアン祭実行委員
世紀のカナダを再現した各テナントで
ワールド公園
会（高丸）
の手作り作品展示・販売（割引セール
（約600人）
080-6083-9417
有）、野菜等の販売、縁日など

赤毛のアン祭り

9月30日（日）
10：00～15：00

石岡 剛 画業５０周
年記念展

燃えるような赤と黒を基調に、大胆な
タッチで生命力みなぎるヨーロッパや
日本の風景等を描いており、全国有名
百貨店を活動の場としている石岡 剛
さんの美術館で行われる作品展示・
グッズ販売イベント。（特別割引あり）
石岡 剛の世 【※10/6（土）は15：00終了予定】
9月30日（日）～ 界美術館
石岡 剛の世界美術館
10月7日（日） （カナディアン 最終日の１０月７日（日）は「絵と書の
090-2052-5353
10：00～16：00 ワールド公園 ２人展と音楽のコラボ」と題し、絵や書
内）
の展示・販売（特別割引あり）はもちろ
ん、プロ歌手によるトークと歌のコン
サートやクラリネットとピアノの演奏、抽
選会等があります。
【※入場料1,500円（60人限定）、当日
券2,000円】
【※10/6（日）は13：00～16：00営業】

北海道スイーツライド
深川市
in北＆中空知
（北・中空知
（サイクルツーリズ
管内）
ム）

9月30日(日）

石狩川を中心に広がる大地「北＆中そ
らち地域」の秋のステージを舞台に、
収穫期を迎えた地元産食材を使用した
深川市経済セ
スイーツ等を楽しむサイクリングライ
ンター
ド。「豊かな自然と人々の笑顔の会話」
（300人）
を楽しむ「自転車ピクニック」となってお
ります。

北・中空知ツーリズム
推進協議会事務局
011-299-3217
0164-26-2264

