
2019年度春期
胆振管内イベント予定表

（4月～6月）

鬼火の路、幻想と神秘の谷（登別市） いちご豚肉まつり（豊浦町）

胆振総合振興局 産業振興部 商工労働観光課　兼　6次観光推進室
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市町名 イベントの名称 開催期間 開催場所 イベントの内容 主催者 お問い合わせ先

登別市 鬼火の路、幻想と神秘の谷
通年（平成3１年4月1日～
平成3２年3月31日）※日没
後21:30まで

登別温泉町

揺らめく灯り（フットライト）に照らされた
「鬼火の路」が、皆様を地獄谷へと誘いま
す。昼間とは違った幻想的な夜の地獄谷を楽
しむことができます。

登別市、
（一社）登別国際
観光コンベンショ
ン協会

（一社）登別国際観光コンベン
ション協会

（0143-84-3311）

伊達市
春の合宿村まつり

第32回春一番
伊達ハーフマラソン

4月14日（日） 伊達市内全域
道内でもシーズントップのマラソン大会。
コースは3km、5km、10km、ハーフの4
コースがあります。

伊達ハーフマラソ
ン実行委員会

・申込みに関する問い合わせ先
　伊達ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｴﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ
　（048-778-5880）
・その他の問い合わせ先

　同左事務局
　（090-9527-8460）

室蘭市
道の駅「みたら室蘭」

リニューアルオープンイベント

4月13日（土）～4月14日
（日）
4月27日（土）

室蘭市

道の駅みたら室蘭に、海を眺められる飲食エ
リアが新たに登場！アンケートに回答した方
へのプレゼントや新メニューの試食などを実
施します。うずらの卵を使用した珍しい「う
ずらんソフト」も、ぜひお試しください。４
／１３（土）・１４日（日）には市立室蘭水
族館のフンボルトペンギン達のかわいいパ
レードも開催。（両日10:30～、11:30～）

道の駅みたら室蘭
同左

（0143-26-2030）

室蘭市 市立室蘭水族館オープン 4月26日（金） 室蘭市

開館初日は、オープンイベントとして先着
100名様（小学生以下）へ記念品プレゼン
ト。またバルーンアートもオープンイベント
に合わせて開催されます。

市立室蘭水族館
同左

（0143-27-1638）

洞爺湖町 洞爺湖ロングラン花火大会
4月28日（日）～
10月31日（木）

洞爺湖畔
湖畔を彩る超ロングランの花火大会。大輪の
花火が洞爺湖に打ち上がります。水中スター
マインは迫力満点！ (荒天中止)

（一社）洞爺湖温
泉観光協会

同左
（0142-75-2446）

洞爺湖町 MOVE洞爺湖２０１９ ４月２７日（土） 洞爺湖温泉街
FM"Air-G"と連携して開催する人気企画。ジ
オパークに認定された洞爺湖周辺の環境保全
学習としてゴミ拾い、花壇整備を行います。

（一社）洞爺湖温
泉観光協会

同左
（0142-75-2446）

伊達市 有珠山山開き・安全祈願祭 ４月２７日（土）
有珠山登山道入
口（伊達市北有
珠町）

有珠山の山開きに係る安全祈願祭。
NPO法人だて観光
協会

同左
（0142-25-2722）

むかわ町
ほべつ道民の森・つつじと

アスパラの春まつり
5月3日（金）～４日（土）

穂別地球体験館
周辺

ほべつ道民の森に咲くツツジの観賞と、特産
品のアスパラを町内外の皆さんに楽しんでい
ただく春のイベントです。

同実行委員会
（一社）むかわ町観光協会

（0145-47-2480）

室蘭市 市立室蘭水族館子供祭り
5月３日（金・祝）～６日
（月・祝）

室蘭市

4日間、先着100名様（小学生以下）へ記念
品やバルーンアートのプレゼント。また子供
たちが大喜びの射的、スマートボール、ヨー
ヨー釣り、輪投げなどの縁日、浜焼きなども
開催（縁日・浜焼きは荒天中止）

市立室蘭水族館
同左

（0143-27-1638）

苫小牧市 第46回緑ヶ丘公園まつり 5月上旬【予定】 金太郎池
桜コンサートやビンゴゲーム、野点や出店な
どを楽しめるおまつりです。

同実行委員会
（一社）苫小牧観光協会
（0144-34-7050）
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市町名 イベントの名称 開催期間 開催場所 イベントの内容 主催者 お問い合わせ先

登別市 第44回登別こいのぼりマラソン 5月12日（日） 登別市

登別の市街地や豊かな自然の中を駆け抜ける
心地よいコースが魅力的なマラソン大会で
す。
3・５・１０㎞個人の部のほか、３㎞親子の
部や400m幼児の部などがあり、子どもから
大人まで多くの方がマラソンを楽しむことが
できます。

同実行委員会
登別市教育委員会

（0143-88-1129）

登別市
201９のぼりべつ
桜ざか一期一宴

5月1２日（日）
【予定】

登別市中登別町

「さくらウォーク」と題したウォーキングイ
ベントを実施。通常のウォーキングに加え、
ポールを利用し、ノルディックウォーキング
を楽しむことができます。

同実行委員会
（一社）登別国際観光コンベン

ション協会
（0143-84-3311）

安平町、
苫小牧市

ノーザンホースパーク
マラソン2019

5月12日（日）
安平町、苫小牧
市を通る特設
コース

北海道の自然に囲まれた競走馬のふるさと
「ノーザンホースパーク」を発着点とする
ハーフ＆トレイルラン大会。大会中はノーザ
ンホースパークを開放し、優美な北海道を紹
介します。
種目は、ペアラン（2.5km）、トレイルラン
（7km）、ハーフ、ハーフ＋7kmトレイル
ランの4つがあります。

同実行委員会
同マラソン大会実行委員会

（011-622-1100）

洞爺湖町 第４５回洞爺湖マラソン 5月１９日（日） 洞爺湖畔
新緑の洞爺湖畔を舞台としたマラソン大会。
陸連公認のフルマラソンのほか、10km、
5km、2kmの4コースがあります。

洞爺湖町ほか
洞爺湖マラソン実行委員会

洞爺湖町観光振興課
（0142-75-4400）

むかわ町
2019Arimori Cup

マラソン大会
5月19日（日）

穂別リバーサイ
ドパーク

マラソンランナー有森裕子さんが提唱する
「よろこびを力に」をコンセプトに「くじけ
ず、あきらめず、がんばる」ことの素晴らし
さ、大切さを走ることを通じて、広く伝える
ことをめざしたマラソン大会です。

同実行委員会
同左

（0145-45-2113）

室蘭市 イルカ・クジラウオッチング 6月～8月 噴火湾内

噴火湾で出産・育児を行うカマイルカをはじ
め、様々な海洋動物を観察できます。
（コース内容、料金等については、直接、主
催者にお問い合わせください。）

スターマリンKK
同左

（0143-27-2870）

登別市 地獄の谷の鬼花火
6月1日（土）～
7月2６日（金）

登別温泉町

鬼花火伝説が語り継がれる地獄谷に棲む「湯
鬼神（ゆきじん）」たちが人々の無病息災を
願い、迫力満点の手筒花火を打ち上げます。
※6/1はオープニング開催
※期間中の毎週木金曜日20:30～20:45実施
※都合により実施日の変更あり

登別市、
（一社）登別国際
観光コンベンショ
ン協会

（一社）登別国際観光コンベン
ション協会

（0143-84-3311）

白老町 第30回白老牛肉まつり
6月1日（土）～
2日（日）

白老インター前
広場

会場では、白老牛を炭火焼コンロで焼いて食
べることができるほか、白老産黒毛和牛ハン
バーグや白老バーガーなど、数多くの商品が
販売されます。また、黒毛和牛の丸焼きや各
種ステージイベントも開催されます。

同実行委員会
JAとまこまい広域白老支所

（0144-82-2266）
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市町名 イベントの名称 開催期間 開催場所 イベントの内容 主催者 お問い合わせ先

豊浦町
第48回豊浦町

いちご豚肉まつり
6月9日（日） 豊浦海浜公園

豊浦町を代表する特産品「豊浦いちご」や
「SPF豚」をはじめとする農水産物の即売
会。豚の丸焼きの限定販売のほか、ステージ
での各種ショーやもちまきも実施します。

同実施委員会
JAとうや湖本所

（0142-89-2468）

厚真町 第47回あつま田舎まつり
6月15日（土）～
16日（日）

厚真町内

踊りのパレードや花火、餅まきのほか、アト
ラクションやキャラクターショー、郷土芸
能、特産品販売や草原焼き（ジンギスカン）
などが行われます。

同運営実行委員会
厚真町産業経済課

（0145-27-2486）

洞爺湖町
TOYAKO

マンガ・アニメフェスタ
6月２２日（土）～
２３日（日）

洞爺湖温泉街

温泉街がまるまるコスプレ会場に。コスプレ
パフォーマンスや痛車ミーティング、同人誌
販売、人気声優によるトークショーやコン
サートなどを予定しています。

同実行委員会
同左

（0142-75-2446）

洞爺湖町 第４３回洞爺産業まつり 6月下旬 洞爺中央公園
バーベキューやカヌー体験、野菜・特産品の
即売や野菜まき等が行われます。

同実行委員会
洞爺湖町洞爺総合支所
（0142-82-5111）
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