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美唄市
美唄市立美唄中学校
ココロのかたち展

12月23日（木）
～

1月17日（月）
9：00～17：00

最終日は16：00まで

安田侃彫刻美
術館アルテピ
アッツァ美唄
ギャラリー

美唄市立美唄中学校の3年生が、自ら
のココロを石粉粘土で表現した、抽象
立体作品展です。

安田侃彫刻美術館
アルテピアッツァ美唄
TEL：0126-63-3137

秩父別町
ちっぷべつ
冬のアクティビティ

12月25日（土）
～

2月27日（日）

秩父別町営陸
上競技場

スノーバナナボート・スノーラフトボート
を使った爽快感抜群の冬のアクティビ
ティを今年も開催します。秩父別温泉
の入浴券、温泉売店・レストランはまな
す・道の駅で使用できるクーポン券が
付いたお得なチケットや回数券も販売
します。
・令和3年12月25日～令和4年1月17日
　年末・年始（12/30～1/5）・火曜休み
・令和4年1月18日～令和4年2月27日
　土日祝日のみ営業

道の駅 鐘のなるまち・ちっ
ぷべつ
TEL：0164-33-3902
https://www.town.chippub
etsu.hokkaido.jp/category
/detail.html?category=tou
rism&content=400

滝川市
Global　Month
～モンゴルパネル展
～

1月5日（水）
～

1月31日（月）

たきかわ観光
国際スクエア

Global Monthの第3弾は「モンゴルパネ
ル展」！日本とモンゴルは外交関係を
樹立して2022年に50周年を迎えます。
モンゴルの料理、文化をはじめ、滝川
とモンゴルの10年以上の友好交流の
経緯について紹介するパネル展を開
催します。モンゴルの伝統的な遊び、
モンゴル民話の絵本、ぬりえなど体験
コーナーも充実。市内観光と国際交流
の拠点となっている「たきかわ観光国
際スクエア」で、モンゴルについてもっ
と知ってみませんか？ ※国際交流員
が選んだモンゴルの雑貨、お菓子もお
手頃価格で販売します！販売期間：1
月17日（月）～21日（金）

滝川市観光国際課観光国
際係
TEL：0125-28-8031

美唄市 こころを彫る授業

1月8日（土）
～

1月9日（日）
10：00～16：00

安田侃彫刻美
術館アルテピ
アッツァ美唄
ストゥディオア
ルテ

白大理石か軟石を使って、自身のここ
ろを彫る授業です。

安田侃彫刻美術館
アルテピアッツァ美唄
TEL：0126-63-3137

三笠市
桂沢湖わかさぎ釣り
オープン

1月8日（土）
予定

9：00～16：00
桂沢湖畔

冬の風物詩である「わかさぎ釣り」が
オープンします。桂沢湖の綺麗な水で
育ったわかさぎは5～7cmと小ぶりです
が、おいしいと評判です。レンタル竿
や、テントなどもありますので、道具を
持っていなくても気軽に楽しめます。※
結氷状況により、オープン日が変更に
なる場合もあります。
釣り穴使用料：300円、レンタル：竿・テ
ント・イス・長靴、販売：竿・仕掛け・餌

桂沢国設スキー場
TEL：01267-6-8235
http://www.city.mikasa.ho
kkaido.jp/sightseeing/det
ail/00003228.html

美唄市
企画展「こども絵画
展」

1月14日（金）
～

2月13日（日）

美唄市郷土史
料館

美唄の子どもたちの「だいすきなもの」
を思い思いに表現した感性あふれる絵
画を展示することで、未来を担う子ども
たちの心に触れていただく機会を広く
一般の方々に提供します。

美唄市郷土史料館
TEL：0126-62-1110

由仁町
由栗いも（ゆっくりい
も）フェスティバル

1月15日（土）
～

2月13日（日）

由仁町内飲食
店

昨年大好評の「由栗いもフェスティバル
が今年も開催決定！由仁町産のさつ
まいも「由栗いも（ゆっくりいも）」を使っ
て町内13の飲食店が腕を振るい、各店
独自のメニューをご用意します。スタン
プラリーやフォトコンテストも開催！

由仁じゃがブランディング
委員会（一般社団法人由
仁町観光協会）
TEL：0123-83-2136
https://www.yuni-
kankou.com/

観光関係行催事予定表（令和４年１月分）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、行催事が中止・延期となる可能性がございます。
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観光関係行催事予定表（令和４年１月分）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、行催事が中止・延期となる可能性がございます。

新十津川町
しんとつかわ雪像フォ
トコンテスト

1月15日（土）
～

2月14日（月）
新十津川町内

家族や職場で制作したオリジナル雪像
の写真を募集します。応募された写真
は審査し、入賞者に豪華賞品を贈呈し
ます。なお、応募された写真は後日、
町ホームページにアップされるため、町
内の雪像をWEB上でも楽しむことがで
きます。
※写真の応募は 新十津川町民が対
象となります。

ふるさとまつり実行委員会
（新十津川町役場産業振
興課内）
TEL：0125-76-2134
http://www.town.shintots
ukawa.lg.jp/kanko/detail/
00003980.html

美唄市
なつかしの映画上映
会

1月16日（日）
14：00～

美唄市郷土史
料館

「フランケンシュタイン」（1931年／アメ
リカ　71分）を上映します。入場無料
（常設展示見学は有料）。

美唄市郷土史料館
TEL：0126-62-1110

美唄市
美唄市立東中学校
ココロのかたち展

1月19日（水）
～

2月3日（木）
9：00～17：00

安田侃彫刻美
術館アルテピ
アッツァ美唄
ギャラリー

美唄市立東中学校の3年生が、自らの
ココロを石粉粘土で表現した、抽象立
体作品展です。

安田侃彫刻美術館
アルテピアッツァ美唄
TEL：0126-63-3137

夕張市 清水沢まちあるき 1月22日（土）
集合場所：お
菓子のふじ

清水沢地区のおもしろい！を探すまち
あるき。毎月第4土曜日に開催していま
す。参加費はおこころざしで。

一般社団法人
清水沢プロジェクト
TEL：0123-57-7463
http://shimizusawa.com/

滝川市
accototo絵本原画展
「そんなに みないで
くださいな」

1月22日（土）
～

2月13日（日）

滝川市立図書
館

「うしろにいるのだあれ」シリーズなどで
人気な絵本作家accototoさんの原画
展を行います。今回展示する作品は
「そんなにみないでくださいな」
（KADOKAWA）です。参加費無料。

滝川市立図書館
TEL：0125-22-4646

夕張市

ゆうばりde冬あそび
2022～こおったダム
湖のメリーゴーランド
～

1月28日（金）
15：00～19：00

※夕張市民・

関係者限定

1月29日（土）
10：30～19：30
1月30日（日）
11：00～18：30

夕張シューパ
ロダム湖　管
理事務所付近
湖面
(南部青葉町
573番地)

ダム湖に「アイスカルーセル」が登場！
その下には、ほんの少し前まで多くの
方々の生活が息づいていました。氷上
での沈んだ街あるきを楽しみながら、
様々な想いと夕張の歴史に触れてみ
ませんか。温かい服装でお越しくださ
い。※要予約

ゆうばりde冬あそび実行
委員会事務局
TEL：0123-52-3266

美唄市 英語活動④
1月29日（土）
13：30～14：30

美唄市郷土史
料館（10名）

日本とオーストラリアの新年の過ごし
方を比べ、やさしい英語とやさしい日本
語で話し合います。

美唄市郷土史料館
TEL：0126-62-1110

三笠市 旧奔別炭鉱ガイドDay
1月29日（土）
10：00～14：00

旧奔別炭鉱

冬の奔別炭鉱をスノーシューを履いて
散策します（有料・事前予約制）。その
ほか雪上カルタや石炭ストーブ体験も
行います。

三笠ジオパーク推進協議
会（三笠市役所商工観光
課内）
TEL：01267-2-3997

三笠市

三笠ジオパーク学習
会
第1回「ココが面白
い！三笠ジオパーク」

1月30日（日）
①11：00～11：45
②13：00～13：45
③14：00～14：45

イオン三笠店
MIKASA　City
Information

①の時間帯では、三笠ジオパークの
様々な取組みを紹介しながらジオパー
ク的要素の説明を、②（ナゾトキ時間旅
行）、③（バーチャル野外博物館ツ
アー）では実際に三笠ジオパークの教
育旅行プログラムを体験いただきま
す。

三笠ジオパーク推進協議
会（三笠市役所商工観光
課内）
TEL：01267-2-3997


