
4
月

5
月

下
旬

中
旬

［場］留萌市大町2丁目
［問］海のふるさと館 TEL.0164-43-6677

懐かしの留萌映像上映、春のお茶会、留萌高校吹奏
楽部の演奏など。

海のふるさと館オープン 留萌市6
月
下
旬

［場］留萌市地方卸売市場
［問］同実行委員会 NPO法人留萌観光協会  TEL.0164-43-6817

留萌地方地場産品の販売会や各種アトラクション
（詰め放題など）を実施。

うまいよ！るもい市 留萌市
［場］留萌市地方卸売市場
［問］同実行委員会 NPO法人留萌観光協会  TEL.0164-43-6817

留萌地方地場産品の販売会や各種アトラクション
（詰め放題など）を実施。

うまいよ！るもい市 留萌市

［場］留萌市地方卸売市場
［問］同実行委員会 NPO法人留萌観光協会  TEL.0164-43-6817

留萌地方地場産品の販売会や各種アトラクション
（詰め放題など）を実施。

うまいよ！るもい市 留萌市

［場］留萌神社
［問］留萌神社宮祭典区  TEL.0164-42-0611

みこし渡御、子ども樽みこし（各町内会）
留萌神社例大祭 留萌市

［場］ゴールデンビーチるもい
［問］同実行委員会 NPO法人留萌体育協会 TEL.0164-42-2917

全国から選手が集い、一般、混成、男子、女子各部門で競う。
日本海CUP争奪ビーチバレー留萌大会留萌市

［場］羽幌港・はぼろサンセットビーチ
［問］町観光協会 TEL.0164-62-6666

約3000発の花火が夜空を染め上げる。
はぼろ花火大会 羽幌町

［場］おびらしべ湖ダム公園
［問］同実行委員会 TEL.0164-58-1622

小平ダム見学会、ビンゴゲームなど。
おびらしべ湖「森と湖に親しむ集い」小平町

［場］とままえ夕陽ヶ丘未来港公園
［問］同実行委員会（町企画振興課） TEL.0164-64-2212

ステージイベント、特産品販売など。エビ篭オーナーも同時開催。
北海道風車まつり苫前町

［場］鏡沼海浜公園キャンプ場
［問］町商工観光課 TEL.01632-2-1001

キャンプ、虫捕り、酪農体験など。
キャンプフェスタin天塩 天塩町

［場］留萌市内各所
［問］同実行委員会（市経済港湾課） TEL.0164-42-1840

ビアパーティーや花火大会、あんどんパレードなど。
るもい呑涛（どんとう）まつり留萌市

［場］苫前町公民館駐車場（古丹別）
［問］苫前町農業協同組合

カラオケ、餅まき、抽選会など。
農協夕市 苫前町

［場］はぼろサンセットビーチ
［問］サンセットビーチCUPビーチバレーボール大会実行委員会 TEL.0164-62-1211

一般2人制の部、男子・女子各4人制の部で構成。

サンセットビーチCUP
ビーチバレーボール大会 羽幌町

［場］はぼろバラ園
［問］町観光協会 TEL.0164-62-6666

甘エビ販売、魚介類地場産品市場、ステージショーなど。
はぼろ甘エビまつり 羽幌町

7
月

［場］鬼鹿広富 重要文化財旧花田家番屋
［問］同実行委員会 TEL.0164-56-9500

郷土芸能発表会、直売コーナー、大漁もちまき大会
など。

鰊番屋まつり 小平町

［場］古丹別緑ヶ丘公園
［問］同実行委員会 TEL.0164-65-3311

ステージイベント、ジンギスカン、花木類の販売、歌
謡ショーなど。

古丹別緑ヶ丘公園桜祭り 苫前町

［場］道の駅富士見横 農村公園
［問］同実行委員会事務局（遠別町役場経済課） TEL.01632-7-2115

ステージショー、遠別産山菜料理試食、餅まき、農業
高校製品の販売など。

富士見ヶ丘公園開き・山菜まつり遠別町

［場］初山別天文台
［問］村教育委員会  TEL.0164-67-2136

天体観望、天文講座、ペットボトルロケット製作教室
（夜間無料開放）など。

しょさんべつ星まつり 初山別村

［場］みさき台公園
［問］村観光協会  TEL.0164-67-2211

名物たこリレー、歌謡ショー、花火大会、抽選会など。
しょさんべつ岬まつり 初山別村

［場］羽幌町レストパーク芝生広場（沿岸バス羽幌ターミナル前）
［問］羽幌町子ども会育成連絡協議会、町教育委員会 TEL.0164-62-1178

ふわふわ遊具などのアトラクション、科学実験コー
ナー、バルーンアート、模擬店など。

羽幌町子どもフェスティバル 羽幌町

［場］臼谷神社　

地元の漁船に御輿が乗せられ、海上を巡行する「海
上渡御（かいじょうとぎょ）」が行われる。

臼谷神社祭 小平町

［場］遠別漁港
［問］ひらめ底建網オーナーin遠別実行委員会 
　　 TEL.0164-43-5155

網のオーナーになり、漁獲量をオーナーの方々で分
配。町の特産品販売など。

ひらめ底建網オーナーin遠別 遠別町

増毛えび地酒まつり 増毛町

［場］増毛駅前歴史通り周辺
［問］同実行委員会 町商工観光課  TEL.0164-53-3332

特売品直売、食の屋台街、アトラクションなど。

天売島厳島神社祭 天売島

［場］天売島厳島神社　
船舶航行安全（海難除け）、豊漁祈願。

焼尻島厳島神社祭 焼尻島

［場］焼尻島厳島神社　
船舶航行安全（海難除け）、豊漁祈願。

増毛厳島神社例大祭 増毛町

［場］増毛厳島神社　［問］増毛厳島神社

本祭の13日に神輿行列などが町内を巡回。行列終
盤には露店が並ぶ通り付近で餅まきなども。

遠別神社例大祭 遠別町

［場］遠別神社　［問］遠別神社

子どもみこしや小学生のバトントワラー、鼓笛隊が
市街中心部を練り歩く。子どもたちが主役のお祭り。

天塩厳島神社例大祭 天塩町

［場］天塩厳島神社　［問］天塩厳島神社

勇壮な神輿がまちを練り歩き、天塩獅子舞やかわい
い子供樽神輿、稚子舞などが行われる伝統のお祭り。

日本一の味覚天売ウニまつり天売島

［場］天売港周辺
［問］町観光協会 TEL.0164-62-6666

ウニ・エビ・ホタテ・イカ・タコなど新鮮魚介の販売、
炭火バーベキューなど。

オロロンライン全道マラソン大会 羽幌町

［場］羽幌町内
［問］町中央公民館 TEL.0164-62-1178

「宣言タイム制マラソン」小学生・中学生・高校生・一
般の部で構成。 

増毛町観光港まつり増毛町

［場］増毛港特設会場
［問］同実行委員会 町商工観光課 TEL.0164-53-3332

花火大会やビアパーティなど、増毛のうまい物を楽
しむイベント。

古丹別神社例大祭 苫前町

［場］古丹別神社　［問］古丹別神社
みこし渡御（本みこし、龍童みこし、子どもみこし）

小平神社例大祭 小平町

［場］小平神社　［問］小平神社
樽みこし、本みこし、猿田彦、稚児行列。

［場］遠別町生涯学習センターマナピィ・21駐車場
［問］町商工会 TEL.01632-7-2245  

ちびっこ縁日、ちびっこゲーム大会、抽選会など。
消費者還元商工夏まつり 遠別町

7
月
2
〜
4
日［場］鬼鹿厳島神社　［問］鬼鹿厳島神社

海上渡御、鬼鹿松前神楽、みこし巡業参勤交代風、
猿田彦、鬼鹿松前奴など。

鬼鹿厳島神社例大祭 小平町

［場］鏡沼海浜公園
［問］町観光協会 TEL.01632-2-1001

歌謡ショー、しじみ狩り、特産品販売、ゲーム、カヌー
体験、ポニー引き馬体験など。

鏡沼しじみまつり天塩町

6
月
17
〜
18
日

下
旬

5
〜
7
日

上
旬

中
旬

下
旬

［場］富士見海水浴場みなくるびーち
［問］遠別町バレーボール協会 TEL.090-8497-2981

全道各地から多くの参加者が集う。

富士見海水浴場みなくるびーちオープン記念
ビーチバレーボール大会 遠別町

8
月
上
旬

下
旬

最
終
土
曜
日・日
曜
日

中
旬

下
旬

［場］初山別稲荷神社　［問］初山別稲荷神社
本みこし、子どもみこし
初山別稲荷神社例大祭 初山別村

［場］太子堂境内、神社下通り
留萌聖徳太子祭 留萌市

［場］羽幌神社
羽幌聖徳太子祭 羽幌町

苫前神社例大祭 苫前町

［場］苫前神社　［問］苫前神社
本みこし、子どもみこし（海上渡御・陸上渡御）など。

8
〜
10
日

羽幌神社例大祭 羽幌町

［場］羽幌町内　［問］羽幌神社
獅子とみこしがぶつかり合う迫力のけんか御輿。

10
〜
12
日

11
〜
13
日

11
〜
13
日

12
〜
14
日

14
〜
16
日

16
〜
18
日

4月～8月

焼尻めん羊まつり 焼尻島

［場］焼尻港周辺　
［問］町観光協会焼尻支部 TEL.01648-2-3993

焼尻サフォーク肉のバーベキュー、浜鍋、海産物販売など。

増毛秋の味まつり 増毛町

［場］増毛港中央埠頭
［問］同実行委員会 町商工観光課 TEL.0164-53-3332

鮮魚、農産品直売、食の屋台街、大抽選会など。

下
旬 8

月
上
旬

3
月

2
月

はぼろ探訪遠足（とうあし）会 羽幌町

［場］コース:町内一円　集合場所:町総合体育館　
［問］NPO法人羽幌町体育協会 はぼろ総合型スポーツクラブ
TEL.0164-62-6030（町総合体育館）

羽幌町の自然風景などを探訪しながらフルマラソン
の距離を歩く。

［場］コース：留萌市～小平町　集合場所：高砂公園
［問］留萌市スポーツセンター 同事務局 TEL.0164-42-2917  

健康づくりと交流を深める約11㎞程度のウォーキング。
健康づくり「大遠足」留萌市

［場］留萌合同庁舎
［問］留萌振興局総合案内窓口 TEL.0164-42-8404

留萌振興局の庁舎を活用し、ステージイベントやよ
りみちマルシェなど。

よりみちの駅フェスタ 留萌市

［場］留萌市海のふるさと館
［問］るしんふれ愛パーク管理棟 TEL.0164-43-1501

「やん衆にしん漬」でお馴染みの（株）田中青果から講師
に招いて、北海道の伝統的な漬物作りを学ぶ体験会。

にしん漬教室 留萌市

［場］遠別町内 開会式:遠別町生涯学習センター マナピィ・21
［問］同実行委員会 町スポーツセンター TEL.01632-7-3299

親子ペア（親と幼児）・小学生（低・中・高学年）・中学
生以上・年齢制限無し。

エンベツふれあいマラソン大会 遠別町

10
月
上
旬

11
月
下
旬

おろちゃんマラソン大会 羽幌町

［場］羽幌町内
［問］町総合体育館 TEL.0164-62-6030

小学生・中学生・高校生・一般の部で構成。 

中
旬

［場］高砂公園河川敷
［問］同実行委員会 TEL.0164-43-5115

Eボート体験、パネル展、子ども釣り大会など。
LoveRiverるもい川まつり 留萌市

［場］ゴールデンビーチるもい周辺
［問］留萌市スポーツセンター 同事務局 TEL.0164-42-2917

道内各地から参加者を募る留萌市唯一のマラソン大会。
健康づくり留萌マラソン大会 留萌市

［場］鏡沼海浜公園
［問］町観光協会 TEL.01632-2-1001

サケのつかみ取り、農水産物即売会、抽選会など。
てしお味覚まつり 天塩町

［場］るしんふれ愛パーク特設会場
［問］同実行委員会（市経済港湾課） TEL.0164-42-1840

キッズ仮装盆踊り・大人（個人・団体）仮装盆踊り・子
供縁日など。

留萌サマーフェスティバル
「やん衆盆踊り」 留萌市

［場］留萌港南岸壁特設会場
［問］オロロンフェスタ実行委員会
　　 TEL.0164-42-5555

花火と音楽の共演「オロロン花火大会」、ステージイ
ベントなど。

オロロンサマーフェスタ 留萌市

天塩川港まつり 天塩町

［場］天塩川河川公園
［問］同実行委員会 TEL.01632-2-1045

利尻富士を背に間近で見る花火大会、盆踊り、ミニ
ゲームなど。

小平町産業まつり 小平町

［場］ゆったりかん裏多目的広場　
［問］同実行委員会 町経済課  TEL.0164-56-2111

小平産黒毛和牛のバーベキュー・特産品直売など。

上
旬

［場］マナピィ21駐車場
［問］同実行委員会 町経済課 TEL.01632-7-2115

団体（3名以上）及び個人による仮装盆踊り。行灯と
一緒にパレードも行われる。

仮装行灯パレード・
仮装盆踊り大会 遠別町

中
旬

下
旬

14
〜
15
日

9
月

9
月

［場］陸上自衛隊留萌駐屯地グラウンド
［問］同実行委員会 TEL.090-7658-6633

グルメ街道、大抽選会、萌っこばんばレースなど。
萌っこ春待里（もえっこはるまつり） 留萌市

［場］留萌合同庁舎
［問］オロロン・スノーパラダイス・プロジェクト(事務局）
　　 留萌振興局地域政策課 TEL.0164-42-8421

雪の迷路、けあらしの里、ワックスキャンドルナイトなど。
オロロン・スノーパラダイス 留萌市

［場］とままえ温泉ふわっと周辺
［問］同実行委員会（苫前町公民館内) TEL.0164-65-4076

8部門において図柄や揚がり方など審査。その他ア
トラクション、地場産品販売など。

北海道凧あげ大会 苫前町

暑寒別岳スキー場まつり 増毛町

［場］暑寒別岳スキー場
［問］町商工観光課 TEL.0164-53-3332

ジャンボ滑り台、雪玉当てゲーム、雪中宝さがし、もちまきなど。

新酒まつり 國稀一杯やろう会 増毛町

［場］株式会社國稀酒造
［問］（株）國稀酒造 TEL.0164-53-1050 

日本酒各種飲み放題、利き酒大会、お楽しみ抽選会、
地元食材を使った料理など。

［場］遠別町生涯学習センターマナピィ・21駐車場
［問］同実行委員会 町経済課 TEL.01632-7-2115

延長約25ｍの雪の滑り台があり、町の特産品が当た
るビンゴや打上花火が行われる。

えんべつ冬まつり 遠別町

上
旬

中
旬

上
旬

町民スキー場まつり 羽幌町

［場］羽幌町民スキー場
［問］町中央公民館 社会教育課 TEL.0164-62-5880

もちまき、当日リフト無料、豚汁無料配布（数量限定）など。

おろろんウィンターフェスティバル 羽幌町

［場］羽幌町総合体育館
［問］町中央公民館 TEL.0164-62-1178 

タイヤ引きレース、紅白もちまき、抽選会など。

中
旬

下
旬

5月下旬／鰊番屋まつり（小平町）

5月最終土・日／増毛えび地酒まつり（増毛町）7月下旬／日本一の味覚天売ウニまつり（天売島）

6月下旬／はぼろ甘エビまつり（羽幌町）

8月上旬／しょさんべつ岬まつり（初山別村）

7月下旬／北海道風車まつり（苫前町）

8月～3月

有明八幡神社祭

[場] 有明八幡神社　[問] 有明八幡神社

2014年に復活した、村の無形文化財「有明獅子舞」
の演舞が14日の宵宮祭に合わせ行われる。

初山別村

［場］みさき台公園
［問］初山別村経済課 TEL.0164-67-2211

秋鮭や農産物の販売、豪華賞品が当たる抽選会など
が行われる。

しょさんべつ秋の味覚!感謝祭!! 初山別村

12
月
中
旬

［場］留萌合同庁舎
［問］留萌振興局総合案内窓口 TEL.0164-42-8404

留萌振興局の庁舎を活用し、クリスマスコンサートなど。
よりみちの駅クリスマス 留萌市


