
令和４年　胆振管内イベント予定表

（７月～９月）

洞爺湖ロングラン花火大会（洞爺湖）

胆振総合振興局　産業振興部　商工労働観光課



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 地獄の谷の鬼花火
６月３日（金）～
７月２９日（金）
（今期実施未定）

登別温泉町
地獄谷
（未定）

鬼火伝説の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。（内容検討中）

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）

洞爺湖町 洞爺湖ロングラン花火大会
4月28日（木）～
10月31日（月）

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！

（一社）洞爺湖温泉
観光協会

同左
（0142-75-2446）

厚真町 ハスカップフェア２０２２
６月下旬～
７月上旬

厚真町内
町内のハスカップ農園では、ハスカップ狩りが楽しめま
す。

厚真町
一般社団法人厚真町観光協会
（0145-29-7711）

室蘭市
ＪＲヘルシーウォーキング２０２２ ７月10日（日）

室蘭駅、母恋駅、炭鉄港構成文化
財、地球岬等の観光地を含めた２
コース

ＪＲが主催する、北海道内のＪＲの駅を中心に健康増進
を目的とするウォーキングイベントです。室蘭では、日
本遺産「炭鉄港」コラボ企画を開催し、参加料無料・予
約不要で参加できます。

ＪＲヘルシーウォー
キング事務局

同左
（011-219-8641）

伊達市 有珠海水浴場海開き安全祈願祭 7月15日（金） 有珠海水浴場
噴火湾に面した有珠海水浴場がオープンします。（～８
月28日(日)まで）遠浅で波が穏やかなため、ファミリー
で楽しめます。（関係者のみで開催予定）

同実行委員会
ＮＰＯ法人だて観光協会
（0142-25-2722）

登別市 登別わくわく広場２０２２
７月16日（土）～
７月17日（日）

登別ビーチパーク

全道各地の地元で愛される味がキッチンカーで登別に大
集合！また、登別商店会の出店や地元の小中学生による
演奏披露など内容盛りだくさんです。
３年ぶりの開催、皆さまのご来場をお待ちしています！

わくわく広場実行委
員会

わくわく広場実行委員会
（090-2691-3308）

白老町
しらおいポロトミンタㇻフェスティバル

2022

７月16日（土）、
８月11日（木）～
８月12日（金）、
９月17日（土）～
９月18日（日）

ポロトミンタㇻ

ウポポイの近隣にあるポロトミンタㇻにて、ウポポイ2
周年記念＆音楽フェスティバル、夏休みに子ども向けイ
ベント、秋のスポーツイベント。食と音楽イベントを7
～9月に5日間開催予定

白老町
白老町産業経済課

（0144-82-8214）

登別市
登別ブランドまるしぇ

(新規)
７月22日（金）～
７月23日（土）

らいば公園

　鬼のイチオシ「登別ブランド推奨品」やご当地グルメ
「登別閻魔やきそば」などの出店が集まる食のイベント
「登別ブランドまるしぇ」を開催します！この機会に是
非、登別の自慢の逸品をご賞味ください！
皆さまのご来場をお待ちしています。
※新型コロナウイルス感染症の影響などにより、変更又
は中止となる場合があります。

登別ブランド推進協
議会

登別ブランド推進協議会事務局
（0143-8５-2171）

令和４年度（2022年度）夏期（７月～９月）観光等行催事一覧表



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

むかわ町
第３９回

むかわ町穂別流送まつり
７月23日（土）

むかわ町穂別
ふれあい公園

原木流送のイメージを人間で再現した、人間流送競技が
特色のイベント。出店やステージショー、花火大会など
むかわ町穂別の一大夏祭りイベントです！
※競技はコロナ禍でも実施できるものを検討中。

同実行委員会
同左

（0145-47-2480）

洞爺湖町 サマーフェスタ2022in洞爺湖 7月23日（土） 洞爺湖汽船駅前桟橋特設会場
ステージイベントや縁日、屋台なども出店。夏らしいイ
ベントが盛りだくさんです。

洞爺湖温泉観光協会
同左

（0142-75-2446）

伊達市
第46回伊達武者まつり
～だてまちweekの陣～

7月23日(土)～
８月７日(日)

伊達市内各所

伊達市の夏の一大イベント「伊達武者まつり」は、例年
「武者行列」や「山車パレード」など、迫力のあるイベ
ントが様々ありますが、今年は新型コロナウイルスを考
慮し、市内飲食店等を巡るスタンプラリーを開催しま
す。スタンプラリーに応募すると、伊達市内の特産品が
当たる抽選もありますので、ぜひご参加ください。

伊達武者まつり実行
委員会

伊達武者まつり実行委員会事務局
（伊達市経済環境部商工観光課）

（0142-82-3209）

室蘭市 姉妹都市・交流都市との観光と物産展
7月29日（金）～
7月30日（土）

港ふれあい広場（入江町）
室蘭市と関係の深い、交流都市・姉妹都市等新潟県上越
市をはじめとする各都市を招聘し、物産等の販売や観光
資源を紹介します。

姉妹都市等との観光
と物産展実行委員会

同左（室蘭市経済部観光課内）
0143-25-3320

室蘭市 第76回むろらん港まつり
7月29日（金）～
7月31日（日）

港ふれあい広場（入江町）ほか市内
各地

納涼花火大会や総参加市民おどり、よさこいソーランの
ほか、メイン会場では検温・消毒に努め露店が出店され
ます。

むろらん港まつり実
行委員会

同左（室蘭観光協会内）
0143-23-0102

厚真町 第５０回あつま田舎まつり
７月30日（土）～
７月31日（日）

厚真町内
会場となる公園内では、草原焼きや歌謡ショーなどが楽
しめます。

厚真町田舎まつり運
営実行委員会

厚真町産業経済課経済Ｇ
（0145-27-2486）

洞爺湖町 洞爺夏祭り 7月下旬（予定） とうや水の駅他

水の駅で実施される夏の風物詩。聖徳太子祭典及び稚児
行列、山車、香川県三豊市（旧財田町）から伝承文化
「ちょうさ」、よさこいなどの郷土芸能が同市街地をパ
レード。

洞爺まちづくり観光
協会

同左
（0142-82-5277）

苫小牧市 第67回とまこまい港まつり
8月5日（金）～
8月7日（日）

中央公園（若草町）
とまこまい港まつりが3年ぶりに開催。
花火大会、ステージイベント、ビアガーデンなどとまこ
まいの夏を盛り上げます。

同実行委員会
第67回苫小牧港まつり実行委員会

（0144-32-6448）

伊達市
第23回

だて噴火湾縄文まつり
８月27日（土）～
８月28日（日）

だて歴史文化ミュージアム（27日）
史跡北黄金貝塚（28日）

約6千年前の縄文遺跡である、北黄金貝塚を舞台に、縄
文ゲーム、縄文体験コーナー、などいろいろなイベント
が行われ、１日目には縄文シンポジウムも開かれてま
す。

同実行委員会
伊達市生涯学習課文化財係
（0142-23-3299）

登別市 登別地獄まつり
８月27日（土）～
８月28日（日）

登別温泉町

閻魔大王のからくり山車や鬼みこし暴れねりこみ、鬼踊
り大群舞、仮装鬼踊りコンテストなど鬼たちが賑やかに
登場する迫力満点のお祭りです。最終日の夜には爆裂花
火も実施します。

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）



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

洞爺湖町 北海道トライアスロン2022 8月28日（日） 洞爺湖周辺、羊蹄山山麓
洞爺湖周辺、羊蹄山山麓を舞台に、スイム・バイク・ラ
ンのタイムを競うトライアスロン大会。雄大な北海道の
中を選手たちが駆け抜けます。

北海道トライアスロ
ン実行委員会事務局

洞爺湖町観光振興課
（0142-75-4400）

厚真町 いも掘り観光 ８月下旬～９月末 厚真町内
厚真町の肥沃な大地で育った特産のジャガイモ「メーク
イン」を収穫することができます。昼食にあづまジンギ
スカンを食べるセットコースも人気です。

一般社団法人厚真町
観光協会

一般社団法人厚真町観光協会
（0145-29-7711）

室蘭市 スワンフェスタ2022
9月3日（土）～
9月4日（日）

室蘭港中央埠頭
花火大会、露店、ステージショーなどを行います。
（開催及び実施内容も予定です。）

スワンフェスタ実行
委員会

同左（室蘭観光協会内）
（0143-23-0102）

室蘭市
炭鉄港めしイベント

(新規)
9月3日（土）～
9月4日（日）

室蘭港中央埠頭
日本遺産「炭鉄港」の構成文化財がある空知や小樽から
「炭鉄港めし」を作るさまざまな露店を出店します。

室蘭市
同左（室蘭市経済部観光課内）

0143-25-3320

苫小牧市
2022たるまえ

サンフェスティバル

９月10日（土）～
９月11日（日）
（予定）

オートリゾート苫小牧アルテン
バーベキューコーナーやわんぱく広場のほか、ステージ
行事なども行われます。

同実行委員会
（一社）苫小牧観光協会
（0144-34-7050）

洞爺湖町
第35回

北海道ツーデーマーチ

９月10日（土）～
９月11日（日）
（予定）

洞爺湖畔
洞爺湖周辺の大自然を2日間かけてゆっくりと楽しむ歩
け歩け大会。発見と感動の連続で、疲れは温泉が癒して
くれます。（内容検討中）

北海道ツーデーマー
チ実行委員会

洞爺湖町観光振興課
（0142-75-4400）

室蘭市 撮りフェスin室蘭２０２２
９月18日（日）～
９月19日（月）

室蘭市内

北の大自然がつくり出した絶景、鉄鋼をはじめとする産
業がつくり出した絶景、相反するふたつの絶景が奇跡的
に共存する室蘭の「被写体」としての魅力を写真で表現
するイベントです。

同実行委員会
同左（室蘭観光協会内）
（0143-23-0102）

洞爺湖町 第7回とうや湖・月浦ワイン&グルメ祭り 9月中旬（予定） 洞爺湖汽船駅前桟橋特設会場
洞爺湖周辺で収穫された海の幸、山の幸など秋の味覚を
味わえるイベント。

とうや湖・月浦ワイ
ン＆グルメ祭り実行
委員会

洞爺湖町商工会
（0142-76-2311）

むかわ町 産地直産～むかわグルメフェスタ～ ９月中旬（予定） むかわ町内

むかわ町の生産物や加工品などの「むかわグルメ」にス
ポットをあて、町の活性化や交流人口の拡大を目指し開
催しているイベント。マツカワのつかみ取りやほっきつ
かみ取り選手権などのユニークな競技も魅力です。

同実行委員会
むかわ町役場経済建設課
（0145-42-2416）

伊達市
2022
だて食のフェスティバル

９月中旬
（今期実施未定）

総合公園だて歴史の杜
地元食材を使用したメニューのＰＲや道内に市町村の飲
食、特産品を楽しむことができます。

同実行委員会
NPO法人だて観光協会
（0142-25-2722）

※本イベントは、2022年６月末時点での予定です。日程等の変更や開催が中止になる場合がありますので、詳細は主催者へお問い合わせください。


