令和元年度（2019年度） 宗谷管内イベントカレンダー
令和元年（2019年）7月現在
月

４

５

時期(期間)

市町村名

名

開催場所

内

容

問合わせ先

30日

猿払村

道の駅まつり

道の駅さるふつ公園

ほたて釣り体験、特産品販売

など（詳細未定）

(一社)さるふつ村観光協会
01635-2-2211

1日

猿払村

道の駅まつり

道の駅さるふつ公園

ほたて釣り体験、特産品販売

など（詳細未定）

(一社)さるふつ村観光協会
01635-2-2211

25日

枝幸町

癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキング
の集い

歌登桧垣町

うたのぼり・癒しの森「音夢路」
癒しの森・音夢路まで9kmのコースをおよそ3時間かけて
利用促進研究会
歩きます。
0163-68-2026

アツモリ感謝祭

レブンアツモリソウ群生地

5月下旬～6月上
礼文町
旬の2日間

1日

６

行 事

礼文町

礼文フラワーマラソン

南宗谷森林組合前

礼文島の固有種レブンアツモリソウの開花を祝うミニイ 礼文島観光協会(礼文町役場内)
ベント。
0163-86-1001

礼文島

3km、5km、10kmの3コースのマラソン。

礼文フラワーマラソン実行委員会
（礼文町役場内）
0163-86-1001

2日

利尻富士町

第19回利尻島一周悠遊覧人G

利尻島

最北の国立公園利尻島を舞台に、参加者が自由に遊覧し
利尻島一周悠遊覧人G実行委員会
ながら一周55kmにチャレンジし、自然景観と住民とのふ
事務局（利尻富士町教育委員会内）
れあいを満喫するとともに、豊かな自然の中で心身をリ
0163-82-1370
フレッシュできるランニングイベントです。（要申込）

2日

中頓別町

鍾乳洞芝桜まつり

鍾乳洞広場

歌謡ショー、バーベキューコーナー、
鍾乳洞見学

中頓別町観光協会
01634-6-1416（中頓別町商工会内）

14日～15日
（予定）

稚内市

第6回日本最北端わっかない白夜祭

キタカラ前

日本で昼間の時間が最も長くなる稚内の夏至に合わせ
て、キタカラ前を会場に開催されます。

㈱まちづくり稚内
0162-29-0277

14日～15日

豊富町

豊富八幡神社例大祭

豊富町八幡神社

14日は夜宮祭、15日はお神輿で八幡神社を出発し、町内 豊富町連合町内会事務局 鎌倉
を１周する。露店あり。
0162-82-2200

15日～16日
（予定）

稚内市

第7回白夜映画祭2018in稚内

キタカラ２F

最新の人気作などの映画7作品が、土曜日9時～翌日午後
わっかない白夜映画祭実行委員会
9時まで36時間、夜も休むことなく2日間限定で上映され
0162-73-4800
ます！

16日

中頓別町

敏音知岳山開き

道の駅「ピンネシリ」

登山マラソン、一般登山

16日

枝幸町

癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキング
の集い

歌登桧垣町

うたのぼり・癒しの森「音夢路」
癒しの森・音夢路まで9kmのコースをおよそ3時間かけて
利用促進研究会
歩きます。
0163-68-2026

22日

浜頓別町

ベニヤ原生花園早朝観察会

ベニヤ原生花園

特設会場

Tジョイ稚内

南宗谷森林組合前
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季節に咲く花や野鳥の観察会

中頓別町観光協会
01634-6-1416（中頓別町商工会内）

浜頓別町観光協会事務局
（役場内産業振興課商工観光係内）
01634-2-2346

令和元年度（2019年度） 宗谷管内イベントカレンダー
令和元年（2019年）7月現在
月

時期(期間)

6日～7日

枝幸町

行 事

名

第52回枝幸かにまつり

開催場所

内

容

問合わせ先

ウスタイベ千畳岩特設会場

毛ガニや枝幸町の宿泊利用券などがあたる抽選会、地元
同実行委員会（枝幸町観光協会）
漁師が漁船に大漁旗を靡かせ行う漁船パレード、
0163-62-1205
YOSAKOIソーラン「夢想漣えさし」の演舞など

13日～14日

浜頓別町

第56回クッチャロ湖湖水まつり

クッチャロ湖畔特設会場

水上丸太渡りレース、湖水トレジャーハント、浜頓別中
浜頓別町観光協会事務局
学校吹奏楽演奏、大道芸、和太鼓演奏、ビンゴ大会、花
（役場内産業振興課商工観光係内）
火大会、浜頓別高校パフォーマンス、バンド演奏、よさ
01634-2-2346
こい演舞

14日

利尻富士町

みなとビアガーデン

鴛泊港緑地公園特設会場

ビアガーデン、露店、参加型各種ゲーム、体験コーナー
鴛泊港活性化推進協議会事務局
など。フェリー見送りパフォーマンスも一日限定で復
0163-82-1350
活。

稚内副港市場

キッズダンス、宗谷ダンスプロジェクト、最北烈風隊、
副港市場夏祭り2018実行委員会事務
野菜重量当てゲーム、 Ｍｉｓａｋｉ's PROJECTコン
局（(株)稚内副港サービス内）
サート、稚内牛乳無料配布、大道芸人ショー、グルメ
0162-22-1129
コーナー、大抽選会など

14日

７

市町村名

稚内市

副港市場夏祭り2019

14日

稚内市

第7回わっかない海の駅まつり

稚内副港市場

港湾業務艇「りんどう」みなと見学会、海の生き物タッ
稚内市物流港湾課
チプール、ペンギン一般公開、船長体験撮影会、海の駅
0162-23-6483
パネル展、抽選会など

20日

枝幸町

癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキング
の集い

歌登桧垣町

うたのぼり・癒しの森「音夢路」
癒しの森・音夢路まで9kmのコースをおよそ3時間かけて
利用促進研究会
歩きます。
0163-68-2026

20日

礼文町

水産まつり(うめ～べやフェスティバル)

香深港特設会場

香深港特設会場で「島のうまいもの」が大集合！タコの 北海道礼文町産地協議会（礼文町役
つかみ取り（女性限定）など島ならではの催しが盛りだ 場内）
くさん！
0163-86-1001

南宗谷森林組合前

20日～21日

猿払村

第45回さるふつ観光まつり

さるふつ公園

猿払村名産のホタテなど採れたての海産物が楽しめるイ さるふつ観光まつり実行委員会（事
ベント。前夜祭はビンゴ大会、花火大会。本祭りはほた 務局：(一社)さるふつ村観光協会）
ての即売会や歌謡ショーなど実施。
01635-2-2211

20日～21日

豊富町

サロベツ100マイルロードレース

大規模草地特設コース

一周20kmの公道を利用した日本最北の自転車ロードレー 道北地区自転車競技連盟大会事務局
ス
(豊富町教育委員会 福島)
※初日はタイムトライアル、2日目はロードレース。
0162-82-1355

25日

稚内市

豪華客船飛鳥Ⅱを見に行こう！

稚内港末広埠頭

みなとcafé、飛鳥Ⅱグッズ販売、市民船内見学会（事前
稚内市物流港湾課
募集）、セレモニー（挨拶、花束贈呈、記念品交換）、
0162-23-6861
吹奏楽演奏、南中ソーラン、海峡太鼓
幌延町・北海道経済産業局
（産業振興課企画振興Ｇ）
01632-5-1113

27日～28日

幌延町

おもしろ科学館2019 in ほろのべ

幌延町総合体育館

科学に関するイベント、キャラクターショーなど

28日

稚内市

稚内空港「空の日まつり」2019

稚内空港

ウォーターアーチ、機体見学、ANA子供制服試着会、管
稚内空港事務所総務課
制塔見学、ゆるキャラ写真撮影会、航空局・開発局の展
0162-27-2727
示、航空〇×クイズなど

28日

浜頓別町

第9回北オホーツク100㎞マラソン

浜頓別町・猿払村

100㎞の部（男女）、50㎞の部（男女）、前後夜祭

北オホーツク100㎞マラソン実行委
員会(浜頓別町ほけんセンター内)
01634-2-3123

28日(予定）

利尻富士町

第47回北海島まつり（鬼脇会場）

鬼脇港
（利尻漁業協同組合鬼脇支所 ボートレース、露店、もちまき、特産品の販売など
荷捌所、冷凍工場前）

未定

豊富町

豊富町商工会青年部ビアガーデン

ビアガーデンのほか、10万円分旅行券が当たる抽選会や
定住支援センターふらっとき
豊富町商工会
フリーマーケットなど内容盛りだくさんのイベントで
た
0162-82-1145
す！

未定

豊富町

豊富温泉観光夏祭り

豊富温泉 町営第3駐車場
（湯の杜ぽっけ前)

各種露店、カラオケ大会等

利尻岩盤焼きinくつがた

商店街
（利尻町商工会～津田商店当
たりを通行止めにして行いま
す）

バーベキュ－のイベントです。食材は個人で用意し、予
め用意された焼き台に鉄平石（利尻産）を乗せ、その上 利尻町商工会
で焼きます。完全予約制です。観光の方もご参加いただ 0163-84-2210
けます。

未定

利尻町
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利尻富士町鬼脇支所
0163-83-1001

「豊富温泉観光夏祭り2018」実行委
員会 担当：尾﨑
0162-82-3782

令和元年度（2019年度） 宗谷管内イベントカレンダー
令和元年（2019年）7月現在
月

時期(期間)

3日

市町村名

利尻富士町

行 事

名

第47回北海島まつり（鴛泊会場）

開催場所

内

容

問合わせ先

港町特設会場

利尻島の短い夏の大イベント「北海島まつり（鴛泊地
区）」は、ウニや魚介類の焼き物などの露店が出揃い、
特産物も大特価で販売！歌謡ショー、大抽選会など各種
イベントも多彩です。（悪天候の場合翌日に延期）

北海島まつり実行委員会事務局
（利尻富士町役場産業振興課商工観
光係内）
0163-82-1114

全日本水風船キャッチ選手権大会、ビンゴゲーム、花火
中頓別町観光協会
大会、マラソン大会、町内対抗スポーツフェスティバル
01634-6-1416（中頓別町商工会内）
など

3日～4日

中頓別町

第40回北緯45度夏まつり

天北線メモリアルパーク

3日、4日

稚内市

第59回稚内みなと南極まつり

南極樺太犬慰霊祭、子ども縁日コーナー、第39回わっか 稚内みなと南極まつり実行委員会
稚内市中央アーケード街周
ない観光物産まつり、北海てっぺんおどり、南極おど
稚内市役所 0162-23-6161
辺・北防波堤ドーム公演
り、稚内副港ボートレース、花火大会など
稚内商工会議所 0162-23-4400

5日

利尻町

利尻浮島まつり（沓形地区）

沓形市街地

鼓笛隊パレード、踊りパレ-ド、露店、歌謡ショー
など

利尻浮島まつり運営委員会
（利尻町まち産業推進課内）
0163-84-2345

利尻町役場

鼓笛隊パレード、保育所ステ-ジ発表、露店、もちま
き、歌謡ショー、もちまき、抽選会など

利尻浮島まつり運営委員会
（利尻町まち産業推進課内）
0163-84-2345

レインボー通り

礼文島船泊地区で年に1度行われるお祭りで、礼文島の
海産物などのフードコーナーやドリンクコーナー、歌謡
ショーステージ、特産品や商品券などが当たる抽選会な
どイベント盛りだくさん。

ふるさとまつり実行委員会
（礼文町役場内）0163-86-1001
湖畔まつり実行委員会
（丸竹㈱）0163-87-2241

海峡通り

礼文島香深地区で年に1度行われるお祭りで、礼文島の
海産物などのフードコーナやドリンクコーナ、有志によ
る太鼓演奏やよさこいなどのステージショー、お楽しみ
抽選会など。祭り終了後に花火大会も開催。

ふるさとまつり実行委員会
（礼文町役場内）0163-86-1001
海峡まつり実行委員会
（礼文町商工会）0163-86-1376

6日

7日

利尻町

礼文町

利尻浮島まつり（仙法志地区）

礼文ふるさとまつり

湖畔まつり

海峡まつり

船泊

香深

仙法志支所

10日

礼文町

礼文ふるさとまつり

10日～11日

幌延町

第49回ほろのべ名林公園まつり

山村広場

音楽ライブ、仮装盆踊り、ど真ん中踊り、
キャラクターショー など

幌延町観光協会（役場内）
01632-5-1113

10日

猿払村

ちびっこ夏まつり＆移動動物園

道の駅さるふつ公園

縁日、特産品販売、動物展示

(一社)さるふつ村観光協会
01635-2-2211

11日

浜頓別町

2019ウソタン砂金公園フェスティバル

ウソタンナイ砂金採掘公園

山の日に合わせて開催するイベント。川での砂金掘り体 浜頓別町観光協会事務局
験や木工教室など、ウソタンの自然と歴史を満喫でき、 （役場内産業振興課商工観光係内）
どなたでも気軽に参加できます。
01634-2-2346

11日

中頓別町

第32回砂金まつり

ペーチャン川砂金掘体験場

砂金掘大会、宝探し

11日（予定）

利尻富士町

うにうにフェスティバル2019

総合交流促進施設
「りぷら」駐車場
（雨天決行「りぷら内」）

イベント名にちなんだ、焼きウニやミニうに丼の他にも うにうにフェスティバル実行委員会
充実した飲食コーナーや各種ステージイベントも開催。 事務局（利尻富士町商工会）
豪華景品が当たるビンゴ大会あります。
0163-82-1125

15日

豊富町

商工夏まつり

豊富町自然公園

花火大会、ゲーム

町営歌登サブ球場

丸太切り大会やとうきび皮むき競争（子供対象）、クイ
枝幸町歌登総合支所
ズ大会などのアトラクションを予定。
0163-68-2111
夕方からはビンゴ大会、仮装盆踊りなど。

など（詳細未定）

８

15日

枝幸町

うたのぼりサマーフェスティバル

中頓別町観光協会
01634-6-1416（中頓別町商工会内）

など

豊富町商工会
0162-82-1145

24日

稚内市

稚内市子ども芸能祭・南中ソーラン祭

稚内市総合体育館

南中ソーラン

稚内市子ども芸能祭南中ソーラン祭
実行委員会事務局（稚内市教育委員
会社会教育課）
0162-23-6520

未定

枝幸町

えさし商工納涼まつり

役場前特設会場

仮装盆踊り大会やビンゴ大会があります。
子ども縁日も同じ会場で行っています。

枝幸町商工会
0163-62-1262

未定

枝幸町

えさし商工納涼花火大会

枝幸港

早打ち、スターマインが中心の約２，５００発の花火大
会です。枝幸の夜空と海面に花開く花火をお楽しみくだ 枝幸町商工会
さい。
0163-62-1262
※天候によっては中止

未定

豊富町

豊富温泉稲荷神社祭

ふれあいセンター広場

子供神輿など

未定

豊富町

第6回サロベツポニーばん馬大会

東豊富町

10：00～レース開始！
サロベツポニーばん馬愛好会
余興イベント12：00～幼児かけっこ、アメまき、尻ずも 東條信雄
う大会
090-2074-3988

利尻島内

利尻島の豊かな自然を舞台に町民や全国からのサイクリ 利尻島一周ふれあいサイクリング開
ング愛好者が集う、ロングランイベント。前日には交流 催事務局
会（前夜祭）も開催。（要申込）
利尻富士町総務課 0163-82-1112
利尻町教育委員会 0163-84-2445

未定（25日）

利尻富士町
利尻町

第31回利尻島一周ふれあいサイクリング2019
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ニュー温泉閣ホテル
0162-82-1243

上坂

令和元年度（2019年度） 宗谷管内イベントカレンダー
令和元年（2019年）7月現在
月

時期(期間)

1日

市町村名

行 事

名

開催場所

内

容

問合わせ先

日本最北端わっかない平和マラソン
大会実行委員会

稚内市

第2回日本最北端わっかない平和マラソン2019 ゴール：北防波堤ドーム公園 フルマラソン、2、5、8km

9日

枝幸町

癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキング
の集い

うたのぼり・癒しの森「音夢路」
癒しの森・音夢路まで9kmのコースをおよそ3時間かけて
歌登桧垣町 南宗谷森林組合前
利用促進研究会
歩きます。
0163-68-2026

14日～15日

礼文町

オータムフェスタ

久種湖畔キャンプ場

フード・ドリンクコーナー、ステージイベントなど

ノトウシ明日の会
0163-87-2818

21日

枝幸町

第19回

歌登文化会館

うまい棒まき

お祭りスタッフ事務局（枝幸町役場
歌登総合支所内）
0163-68-2111

稚内駅前広場、キタカラ

料飲festa!!実行委員会事務局
各種露店が並ぶビアガーデン、抽選会、ステージ発表、
稚内市料理飲食店組合
フリーマーケット
0162-23-2401

お祭りスタッフ屋台祭

飲食店対抗歌合戦

など

21日、22日
（予定）

稚内市

料飲festa!!

22日

稚内市

ONSEN・ガストロノミーウォーキングinてっぺ
稚内市内
ん稚内

稚内の「食」「自然」「文化・歴史」をウォーキングに 稚内観光活性化促進協議会
よって一度に体感でき、ウォーキング後には、温泉に
（（一社）稚内観光協会）
「つかって」、稚内を存分に堪能できるイベント
0162-24-1216

未定

猿払村

秋の道の駅まつり

ほたて釣り体験、特産品販売

９

道の駅さるふつ公園

トヨトミサイル

など（詳細未定）

今年で7回目となる最北の野外音楽フェス。道内外から
たくさんのアーティストが集結。出店有り。チケットは
豊富温泉 自然観察館
１枚2,000円。公式オンラインストア、各協力店、運営
スタッフより購入可能。
各町内子供会等による子供縁日では、射的やスーパー
ボールすくい、子どもしりずもう等のゲームを実施。来
場されたお子様には、１回目に限り無料券（各ゲーム５
定住支援センターふらっと☆
回分）の配布（※２回目以降は１００円で券の購入が可
きた
能）。ステージイベントは、和楽器グループ『和楽器衆
（わがっきしゅう）』や中学校吹奏楽部による演奏、は
まなす舞踊会による演舞など。各種露店有り。

(一社)さるふつ村観光協会
01635-2-2211

トヨトミサイル実行委員会（ニュー
温泉閣ホテル 上坂)
0162-82-1243

未定

豊富町

SAROBETSU HOT LIVE

未定

豊富町

豊富町聖徳太子例大祭

未定

豊富町

美味しんぼまつり

豊富町芦川サロベツファーム

サロベツファーム特製のハム・ウィンナー試食会、特産 サロベツファーム
品展示会、各種ゲーム。
0162-84-2377

未定

利尻町

飲むべや喰うべやフェスティバル

沓形市街地

飲食コーナー、歌謡ショーなど

実行委員会（利尻町商工会内）
0163-84-2210

浜頓別町観光協会事務局
（役場内産業振興課商工観光係内）
01634-2-2346

豊富町聖徳太子祭典実行委員会
0162-82-2200

6日

浜頓別町

第34回ふるさとまつりin浜頓別

浜頓別町交流館

オホーツク海から水揚げされた新鮮な鮭やホタテの販売や
様々な水産加工品、東川町産の野菜販売など秋の味覚が目白
押し。会場内ではホタテ焼きやホタテご飯、ほたてフライカ
レーなどを味わえるほか、アキアジ鍋の無料配布を行いま
す。また、ホタテ釣りゲームや野菜の詰め放題など参加型の

6日

枝幸町

よくばりフェスタ2019

道の駅マリーンアイランド
岡島特設会場

よくばりフェスタ2018実行委員会
鮭のつかみどり、秋鮭等の即売会、ホタテ早むき大会、
（枝幸町観光協会）
ほたてキャッチャーなど
0163-62-1205

14日

枝幸町

癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキング
の集い

うたのぼり・癒しの森「音夢路」
癒しの森・音夢路まで9kmのコースをおよそ3時間かけて
歌登桧垣町 南宗谷森林組合前
利用促進研究会
歩きます。
0163-68-2026

未定

豊富町

第48回豊富町民文化祭

豊富町民センター

豊富町文化協会事務局（豊富町教育
書道・陶芸・木工作品の展示、はまなす舞踊会等による
委員会）
ダンス、和太鼓の演奏 など
0162-82-1355

未定

幌延町

秋の大収穫祭inほろのべ

トナカイ観光牧場

収穫体験、特産品販売等（詳細未定）

利尻富士町

THE SALMON KING 2019
第8回利尻島サケ釣り大会

利尻富士町内の各会場にて、サケ釣りを行い重量や本数 利尻島サケ釣り大会実行委員会事務
利尻富士町内漁港及びその周
を競う。個人の部（アダルト・レディース）及び団体の 局（利尻富士町観光協会事務局）
辺
部（チーム・ファミリー）の４部門で実施。
0163-82-1114

10

未定

15日

12

中旬

幌延町

浜頓別町

トナカイホワイトフェスタ2018

オオワシ観察会

幌延町産業振興課企画振興G
01632-5-1113

トナカイ観光牧場

トナカイそりの無料乗車体験、スノーモービルによるバ
ナナボート体験、スノーカイト操作体験会、雪上運動
幌延町産業振興課企画振興グループ
会、井上仁志観光大使のライブショー、各種出店、乳製 01632-5-1113
品の無料配布など

浜頓別町宇曽丹

ウソタンナイ川に集まる「国の天然記念物オオワシ・オ
浜頓別町観光協会事務局
ジロワシ」を観察し、町内の豊かな自然を認識してもら
（役場内産業振興課商工観光係内）
い、環境保全と観光の共生に理解を深める観察会を実施
01634-2-2346
します。

未定

豊富町

歳末芸能チャリティショー

豊富町民センター大ホール

豊富町歳末チャリティー実行委員会
はまなす舞踏会などの団体によるダンス、器楽演奏、カ
(豊富町社会福祉協議会)
ラオケ、太極拳の披露
0162-82-1690

12･1 31日～1月1日

枝幸町

ニューイヤーフェスティバル

ペンケナイ河川畔公園

歌登地区の基盤産業である酪農の牧草ロールで作った特 うたのぼりお祭りスタッフ（枝幸町
製の御輿を担ぎ、大晦日に町を
役場ふるさと観光課）
練り歩き、新年の開運を願うイベントです。
0163-62-4455
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令和元年度（2019年度） 宗谷管内イベントカレンダー
令和元年（2019年）7月現在
月

時期(期間)

市町村名

行 事

名

1日

稚内市

初日の出inてっぺん2020

25日

中頓別町

第36回北緯45度しばれまつり

１

開催場所

内

容

日本の最北で初日の出を見るために宗谷岬を訪れる人々
を温かく迎えようと、昭和63年（1988）の元旦から開催
日本最北端の地の碑周辺（宗
しているイベントです。
谷岬）
花火打ち上げ、かがり火、記念品プレゼント（先着
1,000名）（予定）
子供達に人気のスノーモービル試乗体験、小学生による
まとい太鼓、当日参加OKのかんじき二人三脚、ビンゴ大
天北線メモリアルパーク
会などの催しがあります。町内飲食店による出店。会場
内には大小数基の雪像が並びます。

問合わせ先

わっかない観光活性化促進協議会
（事務局：（一社）稚内観光協会）
0162-24-1216
中頓別町観光協会
01634-6-1416（中頓別町商工会内）

1日

枝幸町

雪のちびっこ広場

町営歌登サブ球場

氷上綱引き、ビンゴ大会、もちまきなど
スケートリンクは、実行委員会が２週間かけて製作した 枝幸町歌登総合支所
もので、自由に滑ることができます。
0163-68-2111
（スケート靴無料貸し出し有り）

16日

枝幸町

えさし流氷フェスタ2020

枝幸保育所前特設会場

景品が当たる各種ゲームや温かい食べ物、飲み物の販売
枝幸町観光協会
など。
0163-62-1205
ジャンボすべり台の設置、クリオネの展示など。
宗谷ふれあい公園 0162-27-2177
わっかない観光活性化促進協議会
（事務局：（一社）稚内観光協会）
0162-24-1216

未定

稚内市

宗谷ふれあい公園スノーランド

道立宗谷ふれあい公園内特設
雪上車、スノーモービル、スノーラフティングなど
会場（稚内市声問5-40-1）

未定

稚内市

大沼スノーアタック2020

大沼氷上特設コース

トライアル参加選手の運転テクニックや走行平均速度
100km/hオーバーの迫力を見て感じることのできる日本
最北のモータースポーツイベント

宗谷オートスポーツアクション
丸山
090-3390-3301

未定

稚内市

中央アイスキャンドルロード

中央地区商店街周辺

アーケード街がキャンドルで灯される

まちラボ
0162-22-6565

わっかない氷雪の広場実行委員会
（事務局：稚内商工会議所）
0162-23-4400

未定

稚内市

2020わっかない氷雪の広場

北防波堤ドーム公園（稚内市 キャラクターショー、もちまき、雪合戦大会など（予
開運1）
定）

未定

稚内市

アイスキャンドル夢灯り

図書館・バス通り

未定

稚内市

かまくらで遊ぼう

稚内のみなとを考える女性ネット
北防波堤ドーム公園（稚内市 かまくらの中で豚汁を食すなど、冬らしい体験の場の提
ワーク
開運１）
供
岩本 090-5078-0300

図書館前庭にキャンドルモニュメントなど、大黒地区が 大黒地区発展協議会
キャンドルで灯される（11日は図書館のみ）
宮原 0162-23-2003

２

3

第37回全国犬ぞり稚内大会

大沼特設会場

多頭引きレース、犬ぞりチャレンジ、ワンワンダッ
シュ、愛犬自慢コンテストなど（予定）

未定

稚内市

JAPAN CUP2020

未定

幌延町

第2回ほろのべ雪ん子まつり

幌延町生涯学習センター前駐
雪像、すべり台、各種アトラクション
車場

未定

幌延町

フリカムイ・ホロノベ（スノーカイト大会）

下沼

全国犬ぞり稚内大会実行委員会
（事務局：稚内市観光交流課）
0162-23-6468
冬のイベントもりあげたい実行委員
会

サロベツ湿原を舞台にしたスノーカイト・エンデュラン フリカムイ・ホロノベ実行委員会
ス（耐久）レース。公開練習、2日間大会、1日間体験会 （事務局：ホワイトアイル）
開催
0136-22-2515

未定

利尻富士町

雪ん子広場

鬼脇公民館駐車場

露天、ゲームコーナーなど

同実行委員会
（利尻富士町鬼脇公民館内）
0163-83-1321

未定

利尻富士町

りしり寒歓まつり

利尻富士町役場周辺
（役場前公園）

露天、ゲームコーナーなど

同実行委員会
（利尻富士町教育委員会内）
0163-82-1370

2月～3月まで
（予定）

稚内市

稚内サハリン館～ロシアアンサンブル～

わっかない観光活性化促進協議会
稚内副港市場特設会場（稚内
異国情緒あふれるロシア民謡アンサンブルの演舞と舞踏 （事務局：（一社）稚内観光協会）
市港1丁目6-28）
0162-24-1216

未定

豊富町

サロベツスノーハイク～冬の兜沼を満喫しよ
う～

兜沼公園(交流会会場：兜沼小 冬の兜沼でスノーハイク
中学校）
※荒天の場合は10日

※開催されない場合や日程がずれる場合がありますので、事前にお問い合せ先にご確認ください。
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豊富町教育委員会社会体育係
0162-82-1355

