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しじみコロッケ
しじみが入った熱々のコロッケ。
1個150円。
道の駅てしお
 天塩郡天塩町新開通4-7634-2
 01632-9-2155
トロケッテ・ウーノ
天塩町宇野牧場のこだわりの逸品。
｢ごくっとじゃなく、ごろっとのむ
みるく｣新感覚スイーツ。
てしお温泉夕映（道の駅でも販売）
 天塩郡天塩町字サラキシ5807番地5
 01632-2-3111

仮装盆踊り大会・仮装行列パレード
8月20日(木)　  遠別町役場駐車場

第10回消費者還元商工夏まつり
8月1日(土)　   マナピィ・21 駐車場
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鏡沼海浜公園で日本海に浮かぶ利尻富士を眺めながらのキャンピング。
バンガローやライダーハウスもある。
てしお温泉夕映で旅の疲れをゆっくりと癒すのもいいだろう。

鏡沼＆利尻富士の景観

鏡沼海浜公園キャンプ場えんべつみなくるびーち

 鏡沼海浜公園キャンプ場
天塩郡天塩町字更岸7476
TEL 01632-2-1830（管理棟）
開　設 5月～10月中旬

料　金

入場無料
オートバンガロー(6人用)3,800円／バンガロー(4人用)3,300円
オートサイト3,000円／貸テント(4人用)1,000円
キャンピングフリーサイト500円／キャンピングカーサイト500円
ライダーハウス200円

駐車場 無料（約100台）

設　備 バーベキューコーナー、ランドリーコーナー、
水洗トイレ（障がい者用有り）
てしお温泉夕映隣接。家族連れやグループでゆっ

たり過ごすにはバンガローがオススメ。

遠別河川公園に隣接するみなくるびーちは、防波堤と消波ブロックに囲ま
れていて、打ち寄せる波がいつも穏やか。ジェットスキーなどは禁止なの
で、家族連れも安心して子どもを遊ばせることができる。

穏やかな波と戯れるひととき

開　設 7月18日(土)～8月20日(木)

料　金 入場無料
シャワー室 … 200 円（協力金として）

駐車場 無料（乗用車259台、大型車4台）

設　備 休憩棟、更衣室、シャワー室（有料）
水洗トイレ（障がい者用有り）
ビーチでのサーフィンやジェットスキーなどは禁

止。オープン翌日は「みなくるびーちオープン記念ビーチバ
レーボール大会」開催。

天塩郡遠別町字富士見
TEL 01632-7-3939

 えんべつみなくるびーち

第13 回みなくるびーちビーチオープ
ン記念ビーチバレーボール大会
7月19日(日)
全道から参加者が集うビーチバレーボール大会。
 えんべつみなくるびーち

Comedokoro（コメドコロ）
道の駅富士見直売所隣にオープン。
遠別Ｂ級グルメ｢えんべつロール｣や
週替わりランチほか遠別食材を使っ
たメニューを展開中。
 天塩郡遠別町字富士見46番地21
 080-2878-1468
 10:00～17:00（10月中旬まで）
 月曜日・木曜日

えんべつロール

てしお温泉 夕映
露天風呂からは利尻富士と日本海の
景色。大浴場は和風と洋風の２種類。
 天塩郡天塩町字サラキシ5807番地5
 01632-2-3111
日帰り入浴：大人500円､小人250円、
幼児無料 ※小人は小学生

露天風呂

大浴場

旭温泉
源泉は｢旭の湯｣と｢富士見の湯｣の２
つ。露天風呂あり。浴室も和風と洋
風の２タイプから楽しめる。
 天塩郡遠別町字旭294番地2
 01632-7-3927
日帰り入浴：大人500円､小人250円、
家族風呂(1時間)～1,000円

旭の湯

露天風呂

2015 日本選手権FLY&FUNin遠別
8月21日(金)～23日(日)
動力付きモーターパラグライダーの全国大会。
 遠別川河川公園

農業まつり
8月23日(日)　  ＪＡオロロン遠別支所駐車場

しじみコロッケ トロケッテ・ウーノ

天塩ふれあい観光牧場
 天塩町字川口1464番地
 01632-2-3061(天塩ふれあい観光牧場)
 9:30～16:00（12時～13時休み・火～木午前中のみ） 
 月曜日・金曜日 

第34回鏡沼しじみまつり
同時開催：北海道スマイルキャラバン
7月4日(土)～5日(日)
4日前夜祭は、歌謡ショー、ゲーム抽選会。
5日はしじみ狩り（有料）、歌謡ショー、しじみ販売 他
 天塩町鏡沼海浜公園

第40回天塩川港まつり    
8月15日(土)　花火大会など　  天塩川河川公園

文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設
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遠別川河川キャンプ場と富士見ヶ丘公園キャンプ場は、それぞれ海側と山
側にあり、異なる雰囲気を楽しめる。近くにある道の駅や直売所に気軽に
行ける便利さも嬉しい。

山と海、ふたつの顔を持つキャンプ場

富士見ヶ丘公園キャンプ場初山別村豊岬海水浴場

みさき台公園隣りの初山別村豊岬海水浴場は、プライベートビーチ気分が
味わえる静かな砂浜が自慢。遊んだ後の疲れは、しょさんべつ温泉岬の湯
でゆっくり癒そう。

星の里で静かな砂浜を満喫

 遠別川河川公園キャンプ場

開　設 5月～10月下旬
料　金 テント１張（１泊）… 500円
駐車場 無料（約150台）
設　備 水洗トイレ、炊事場

えんべつみなくるびーち隣
接。キャンプ場は一面芝生。公園のシ
ンボルは「風と夕陽のモニュメント」。

天塩郡遠別町字富士見
TEL 01632-7-3939（レストランとんがりかんで受付／火曜定休）

 富士見ヶ丘公園キャンプ場

開　設 5月～10月下旬

料　金 テント１張（１泊）…… 500円
ケビン利用（１泊）… 2,000円

駐車場 無料（約50台）
設　備 トイレ、炊事場

山派にオススメ！森に囲ま
れた森林浴サイト。道の駅富士見と
パークゴルフ場もすぐ近く。

天塩郡遠別町字富士見
TEL 01632-7-3939（レストランとんがりかんで受付／火曜定休）

開　設 7月18日(土)～8月16日(日)
料　金 入場無料
駐車場 無料（約50台）

設　備
脱衣場、シャワー、トイレ、休憩棟
更衣室、シャワー室
水洗トイレ（障がい者用有り）
海水浴場に隣接する

高台にあるみさき台公園付近
は、キャンプ場、天文台、道の駅、
レストラン、温泉施設が集結す
る一大リゾートエリア。

苫前郡初山別村字豊岬
TEL 0164-67-2211（初山別村観光協会）

 初山別村豊岬海水浴場

遠別川河川公園キャンプ場

4

たこしゃぶしゃぶ丼　
初山別前浜産のたこを使った岬の湯
レストラン一押しメニュー。
レストラン花みさき
(しょさんべつ温泉 ホテル岬の湯内)
 苫前郡初山別村字豊岬153
 0164-67-2031
 昼食11:00～14:00
　 夕食17:00～20:00（ラストオーダー19:30）

しょさんべつ温泉 ホテル岬の湯
露天風呂からは日本海と星空を満喫。
備え付けのベビーベッドや簡易な介
護用椅子もある。
 苫前郡初山別村字豊岬153
 0164-67-2031
日帰り入浴：大人500円､小人250円、
家族風呂(室料として1時間)500円

大浴場

露天風呂

まるごと遠別コロッケ
ホタテやタコ足が入ったご当地B級
グルメ。1個150円（1日30個限定）。
ソフトクリーム
青空の下、とんがりかんを眺めなが
らとろける甘さを楽しもう。
道の駅富士見
 天塩郡遠別町字富士見46番地1
 01632-7-3939
　 01632-7-1188（直売所）
 10:00～16:00 直売所（4/1～10/31）
 火曜日

ソフトクリーム第39回しょさんべつ岬まつり
8月1日(土)～2日(日)
8/1(土) [前夜祭]：花火大会など
8/2(日) [本　祭]：タコリレー・歌謡ショー
 みさき台公園観光広場

第24回しょさんべつ星まつり
8月1日(土) 13:00～
天体観測、ペットボトルロケットほか。
当日無料開放。
 しょさんべつ天文台

キャンプ場の
予約・受付は、
レストラン
とんがりかんで !
11：00～ 19：00
（火曜定休）

文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設
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ゴーカートやパークゴルフなどで汗を流した後は、公園下の海岸の海中に
建つ金比羅神社が夕陽に映える姿を見に行きたい。夜は満点の星に包まれ
て自然の光を堪能しよう。キャンプ場から豊岬海水浴場にも歩いて行ける。

神秘的な海の神社が見守る公園

みさき台公園キャンプ場はぼろサンセットビーチ

はぼろサンセットビーチの広い砂浜には、ヤシの木照明灯が立ち並び、南
国気分が味わえる。ビーチ内ではキャンプもでき、夏の夜空を彩る盛大な
花火大会も楽しめる。

南国風のビーチで海水浴＆キャンプ
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幌
町
海
水
浴
場
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ャ
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プ
場

開　設 7月7日(火)～8月17日(月)
料　金 入場無料
駐車場 無料（約650台）

設　備
脱衣場、シャワー、トイレ
温水シャワー（3分200円・4分300円）
炊事場3箇所、水洗トイレ2箇所
浮島（フロートステー

ション）、子ども用プールがあ
り、常設のコートでビーチバレー
を楽しめる。フェリーターミナル
付近には、北るもい漁協直営の
「産直工房きたる」があり、新鮮
な魚介類や水産加工品が買える。

苫前郡羽幌町港町５丁目地先
TEL 0164-62-5080（管理棟）

  はぼろサンセットビーチ  みさき台公園キャンプ場

開　設 4月下旬～10月

料　金 テント１張 … 無料
バンガローログ型 …… 4,300円から

駐車場 無料（約130台）

設　備 炊事場、水洗トイレ（障がい者用有り）
自動販売機
道の駅、温泉施設、

天文台がすぐ近く。行楽には
ゴーカートコース、パークゴ
ルフコースがオススメ。

苫前郡初山別村字豊岬
TEL 0164-67-2031（岬センター）
TEL 0164-67-2211（初山別村経済課）

岬台公園下の豊岬
海岸の海中に建つ
金比羅神社。鳥居
越しに見る夕陽は
神秘的。海岸周辺
はキャンプ可
（フリーサイト）。

しょさんべつ天文台
 苫前郡初山別村字豊岬
 0164-67-2539
 4月～9月（10:00～21:00）
　 10月･11月･3月（10:00～19:00）
　 水曜日（10:00～17:00）
　 7月25日(土)～8月19日(水)
　 夏休み特別開館･毎日10:00～21:00
 火曜日  GW中開館／12月～2月は冬季休館

入館料：高校生以上200円　小・中学生100円　幼児無料

ハスカップソフト
地元で栽培した無
農薬ハスカップ果
汁をブレンドした
ほんのり甘酸っぱ
いソフトクリー
ム。

レストラン 北極星
 苫前郡初山別村字豊岬153-4
 0164-67-2234
 10:00～17:00 （4月下旬～10月）
 水曜日

えびタコピザ
羽幌の甘エビとミズダコを具材に棒
状に揚げたピロシキ風のピザ。外は
サクサクで中はチーズがとろ～り。
1個220円。
はぼろ温泉サンセットプラザ
 苫前郡羽幌町北3条1丁目29番地
 0164-62-3800
 軽食コーナー13:00～20:30

はぼろ温泉サンセットプラザ
羽幌の美しい夕陽を望むシーサイドオ
アシス。大浴場をはじめ石庭の露天風
呂がある。客船をイメージした内外観
で、日本海のパノラマを楽しめる。
 苫前郡羽幌町北3条1丁目29番地
 0164-62-3800
日帰り入浴：大人600円､小人280円

大浴場

露天風呂

はぼろ花火大会
７月18日(土) 花火打上：20:00～
サンセットビーチの夏の夜空を鮮やかに彩る約
3,000発の大輪の花。※雨天順延
 はぼろサンセットビーチ

羽幌神社祭
７月9日(木)・10日(金) 
  9日(木) 本祭り 9:30～16:00
10日(金) 後祭り 9:30～15:00 けんか御輿13:00～
 羽幌町内

文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設

みさき台公園内に建つ天文台。65cm反射式天体望遠鏡で天体観
測を楽しめる。名前のない星を個人で所有し、星に名前をつける
「マイスターズシステム」の登録もできる。
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朝日公園キャンプ場では、７月には白と紫の花しょうぶが楽しめる。緑の
大地にテントを張れば、花や草の香りを感じながら、ゆっくりのんびり流
れる時間を静かに過ごせるだろう。

花たちが迎えてくれるキャンプ場

朝日公園キャンプ場 

苫
前
町
海
水
浴
場

とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチ

とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチは、名前の通りの白い砂浜が自慢。海岸
から優雅に回る白い風車を眺めながら潮風を感じるのも心地よい。キャン
プ場と道の駅を備えた温泉がすぐそばにある。

白い風車が見下ろす白い砂浜

 朝日公園キャンプ場

開　設 5月1日～9月末
料　金 入場無料（テント専用）
駐車場 無料（約20台）

設　備 管理棟、休憩舎、炊事場、トイレ
夜間照明（要予約）
緑豊かな公園内にあるキャンプ場。例年7月には、

白や紫などの花をつけた菖蒲が見れる。

苫前郡羽幌町字朝日
TEL 0164-62-2867（管理棟）

開　設 7月11日(土)～8月16日(日)

料　金 入場無料
シャワー … 300円

駐車場 無料（約100台） 大型車４台

設　備
食堂、売店、喫茶店展望室、
水洗トイレ（障がい者用有り）
温水シャワー（有料）
とままえ温泉ふわっと隣接。ふわっとでは足湯も

楽しめる（無料）。サーフスポットの興
おこ つ
津海岸も近い（羽幌

方面へ車で3分程度）。

苫前郡苫前町字栄浜55
TEL 0164-64-2855（管理棟）

 とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチ

焼尻島白浜キャンプ場
海岸線近くのキャンプ場。テントサ
イトは全面芝張り。炊事棟あり。
 苫前郡羽幌町大字焼尻字白浜
 01648-2-3993（焼尻島観光案内所）
 5月～9月
 入場無料・テントサイト無料
 脱衣場、トイレ、炊事場

宝島２ 焼尻･天売､兄弟島の財宝伝説
7月18日(土)～8月31日(月)
今年の夏は焼尻･天売島で宝探し！チケットを購入し、焼
尻･天売島の観光案内所で宝の地図と交換。島内にある暗
号を解いて30万円ほか豪華賞品が当たる抽選会に応募。
 天売島・焼尻島

チケット：2,000円（現地購入2,500円）
チケット販売：ローソン、セブンイレブン、サンクス、
ぴあ取扱店［Pコード989-592/Lコード14715］

日本一の味覚天売ウニまつり
7月25日(土)～26日(日)
天売島が日本一の品質を自負するウニを１個100円で格安販売。
25日(土)は花火大会の予定。
 天売港フェリーターミナル周辺

焼尻めん羊まつり2015
8月8日(土)
フランス料理の高級食材として有名な｢プレ・サレ｣と並び称される
焼尻の羊肉。生産頭数が少ない貴重な羊肉を味わえるイベント。
 焼尻港フェリーターミナル周辺

ふわっとえびバーガー
えびがたっぷり入ったエビカツはサ
クサクでパンズはふわふわ。
１個320円。
とままえ温泉ふわっと内Windmill
 苫前郡苫前町字苫前119番地1
 0164-64-2810
販売時間 11:30～14:30
　　　　 17:00～21:00

とままえ温泉ふわっと
露天風呂からは日本海と天売島・焼
尻島の夫婦島の景色。内湯、ジャグ
ジーあり。天然温泉の足湯（9月ま
で）も無料で楽しめる。
 苫前郡苫前町字苫前119番地1
 0164-64-2810
日帰り入浴：大人500円､小人250円

足湯

露天風呂

天売島･焼尻島のキャンプ場

天売島キャンプ場
天売島の海鳥情報発信施設「海の宇
宙館」の敷地内。
 苫前郡羽幌町大字天売字弁天
 01648-3-5401（天売島観光案内所）
 ５月～９月末
 １泊１人500円（小学生以下半額）
テント､バーベキュー道具、炭､皿､箸､
調味料､塩おにぎり､朝食セット（有
料）。海産物や他の食材について
は要相談。宿泊施設での入浴（500
円、シャワーのみ300円）。
 簡易トイレ、水道あり

文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設



 
苫
前
町
キ
ャ
ン
プ
場

夕方になると昼間とは違った色の風車が見えるとままえ夕陽ヶ丘オート
キャンプ場。隣りのホワイトビーチで泳いだ後は、とままえ温泉ふわっと
で露天風呂に入ることもできる。

夕陽に染まる風車に感動のキャンプ場

とままえ夕陽ヶ丘オートキャンプ場 

小
平
町
海
水
浴
場

おにしかツインビーチ

遠浅な砂浜の臼谷海水浴場と2種類の浜辺を持つおにしかツインビーチ。
ツインビーチの中のクローズドビーチでは、外海の波を気にせずに安心して
遊泳ができる。どの浜辺でバーベキューやキャンプをするか迷うのも楽しい。

個性あふれる３つのビーチ

 とままえ夕陽ヶ丘オートキャンプ場

開　設 4月26日(日)～9月30日(水)

料　金
オートキャンプサイトA …  4,100円
オートキャンプサイトB …  2,050円
フリーサイト ………………… 500円

駐車場 無料（約100台）

設　備 炊事場、ランドリー
水洗トイレ（障がい者用有り）
とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチ、とままえ温泉

ふわっと隣接。天売島・焼尻島の夫婦島と日本海に沈む絶景
の夕陽が見られる。

苫前郡苫前町字栄浜67
TEL 0164-64-2339（管理棟）

開　設 7月11日(土)～8月18日(火)

料　金

オートサイト  日帰 ……… 1,000円
　　　　  １泊２日 … 2,000円
シャワー  小学生 ……… 300円
　　　　  中学生以上 … 500円

駐車場 約400台（１日500円）

設　備 炊事場、脱衣所、シャワー
水洗トイレ（障がい者用有り）
クローズドビーチ、オープンビーチの

２つを楽しめる。ビーチ開設中は近接のじょぐら
でウニやホタテの海鮮メニューが味わえる。

開　設 7月11日(土)～8月16日(日)

料　金 テント1張　700円～
休憩所、日よけタープ（有料）

駐車場 約300台（1日500円～）

設　備
休憩テント（有料）、脱衣所シャ
ワー、炊事場
水洗トイレ（障がい者用有り）
砂浜のサイトは約600メートル。

遠浅で子どもでも安心して楽しめるビーチ。
隣接の臼谷漁協には漁師の直売店があり新鮮な
ホタテなどを買える。

留萌郡小平町字鬼鹿元浜
TEL 0164-57-1951（鬼鹿観光協会）

留萌郡小平町字臼谷
TEL 0164-56-2710（臼谷観光協会）

 おにしかツインビーチ 臼谷海水浴場

第12回北海道風車まつり
7月26日(日)
エビ篭オーナー、建設重機体験、特産品販売、
よさこい、ステージショーなど。
 とままえ夕陽ケ丘未来港公園

道の駅 おびら鰊番屋・観光交流センター
交流ギャラリー、歴史文化保存展示ホール、特産品販売コーナー、24時間使用可
能なトイレ、親方の間（休憩コーナー）がある。
 留萌郡小平町字鬼鹿広富（旧花田家番屋隣り）
 0164-56-1828　  9:00～18:00　  年末年始

臼谷海水浴場

ソフトクリーム
濃厚で練乳っぽい味わいのクリーム
をサクサクの軽いコーンと一緒に。
とままえ温泉ふわっと内Windmill
 苫前郡苫前町字苫前119番地1
 0164-64-2810

カフェ＆レストラン 志（ココロ）
ふわっとから歩いて５分程度。洋食
中心のメニューでふわふわのハン
バーグがオススメ。コーヒーとケー
キで気軽に休憩もできる。
また、ふわっとから近くの北るもい
漁業組合の冷蔵庫（直売所）では、
地元で水揚げされた新鮮な魚や加工
品が買える。
 苫前郡苫前町字苫前154-2
 0164-64-2392
 11:00～20:00
 不定休

1011

留萌管内の道の駅、対象シーニックカフェでスタンプを押すと、
抽選で留萌管内特産品をプレゼント。
http://rumoiclub.net/ororonstamp2015

シーニックバイウェイ  北海道萌える天北オロロンルート
道の駅･シーニックカフェ
スタンプラリー 2015
6月20日(土)～11月3日(火･祝)
※11月4日(水)消印有効

文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設
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ゴールデンビーチるもい

国道231号線沿い、突堤と潜堤（水中リーフ）に囲まれたエリア幅が1km
ある道北最大級の海水浴場＆キャンプ場。毎年多くの海水浴客とキャン
パーで賑わう。

道北最大級の海水浴場＆キャンプ場

  

留
萌
市
海
水
浴
場

キ
ャ
ン
プ
場

 
小
平
町
キ
ャ
ン
プ
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小平町望洋台キャンプ場は、緑に囲まれた自然の中で日本海を一望できる丘の
上にある。丘の下にはパークゴルフ場、B&G海洋センター、陶芸施設など体験
施設も充実。たっぷり遊んだ後は、温泉施設ゆったりかんで疲れを流そう。

日本海を一望できる丘の上のキャンプ場

小平町望洋台キャンプ場

 小平町望洋台キャンプ場

開　設 6月27日(土)～8月22日(土)※
※21日から22日にかけての宿泊で終了

料　金

大人200円（1日）／中学生以下150円（1日）
オートサイト ………… 2,500円～
常設テント …………… 1,500円
フリーサイト１張 ……    450円
バンガロー …………… 2,500円
オートバンガロー …… 4,500円～

駐車場 無料（約100台）
設　備 管理事務所、炊事場、水洗トイレ

バンガロー
やオートサイトが充実。
眺望抜群で夕陽が最高。
パークゴルフ場、陶芸、
マリンスポーツと長期
滞在も楽しい。温泉宿
泊施設ゆったりかんも
近い。最寄りの海水浴
場まで車で８分。

留萌郡小平町字花岡17
TEL 0164-59-1950

開　設 7月11日(土)～８月23日(日)

料　金

砂浜テントは無料
【有料緑地サイト】
●テント or タープ 1張 1 泊 500円

【元気テント村】
●貸出テントセット（６～８人用）
１泊２日 3,000 円
●バンガロー（4～ 6人用）
１泊２日 6,000 円

別途有料レンタル品：焼き台・ランタン・炭

駐車場 800台
（普通車１日600円／大型車1,000円）

設　備
管理棟、売店、脱衣場
温水シャワー（5分 300円）
炊事場、水洗トイレ（多目的トイレ用有り）
「留萌海岸花火」を開催中。

場所：ゴールデンビーチるもい北ゾーン
　　　（花火打上 20:00～）
日程：6月27日(土)
　　　7月11日(土)･7月18日(土)
　　　8月1日(土)･8月8日(土)
　　　8月15日(土)

留萌市沖見町
TEL 0164-43-6817（留萌観光協会）

  ゴールデンビーチるもい

ゆったりかん
大浴場、シャグジーあり。お肌つる
つる効果が期待できる光明石温泉。
 留萌郡小平町字小平町479-16
 0164-56-9111
日帰り入浴：大人500円､小人300円
※小人は4歳以上小学生以下

大浴場

大浴場

おびまるコロッケ
小平産の黒毛和牛肉、ホタテ、タコ
が具材のボリューム満点のコロッケ。
土日のみ・数量限定販売。
1個200円。
ソフトクリーム
甘さも量もたっぷり。ミルキーな味
わいのソフトクリーム。　
道の駅 おびら鰊番屋 食材供給施設
 留萌郡小平町字鬼鹿広富
 0164-57-1411

第39回小平町産業まつり
8月30日(日)
歌謡ショー、お楽しみ大抽選会、小平産黒毛和
牛バーベキュー。
 小平町「ゆったりかん」裏  多目的広場

元気テント村

るもい浜焼き
｢るもい浜焼き｣は､魚介類中心の留萌
流バーベキュー。デリバリーサービ
スができるお店もあるのがうれしい。
武藤商店　  　  0164-42-0345
食産　　　  　  0164-42-5654
中央スーパー   0164-42-0758
Aコープるもいルピナス
　　　　　　   0164-42-2104
KAZUMOちゃん食堂

留萌管内の食材でメニューを提供。
 留萌市大町2丁目
　（海のふるさと館２階）
 0164-43-6817（留萌観光協会）
 11:30～14:00
　 土日のみ・期間限定営業
　 8月13日(木)･14日(金)は営業予定
千望台景食ハウス
高台でパスタや眺望が楽しめる。
 留萌市礼受町680-2
 0164-42-0569
 10:00～18:00（7/21～8/11は19:00まで）
 火曜日（祝日と7/21～8/11は無休）

たこ丼は
数量限定

ソフトクリームおびまるコロッケ

文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設
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奇岩、波濤、そして日本一の夕陽が見られる黄金岬でキャンプ。キャンプ
場は道路を挟んで山側がフリーサイト。太陽が水平線に沈む寸前を正面に、
大切な家族や友人との時間を心に刻みたい。

日本一の夕陽に染まるキャンプ場

黄金岬キャンプ場 

増
毛
町
キ
ャ
ン
プ
場

増毛リバーサイドパークオートキャンプ場

暑寒川沿いに広がる増毛リバーサイドパークオートキャンプ場。豊かな自
然と１０ヘクタールもの整備された芝生の中で緑がまぶしい。敷地内では、
テニスやパークゴルフなど、思い思いにアウトドアスポーツが楽しめる。

自然＆アウトドアを楽しむ

 黄金岬キャンプ場

開　設 4月25日(土)～10月12日(月･祝)
料　金 入場無料・テント無料
駐車場 無料（北側20台、南側40台）
設　備 炊事場、水洗トイレ（障がい者用有り）

地平線に沈む夕陽は日本一。岩場ではカニ釣りも
楽しめる。近くに売店・食堂もある。

留萌市大町2丁目
TEL 0164-43-6817（留萌観光協会）

うまいよ!るもい市
7月26日(日)　  留萌地方卸売市場

懐かしの留萌鑑賞会
7月6日(月)､8月3日(月)　  おみやげ処お勝手屋萌

海のふるさと館 夏休み工作教室､フラダンス
8月9日(日)　  海のふるさと館

やん衆盆踊り
8月13日(木)～14日(金)　  留萌産業会館駐車場

郷土学習講座(第2講座)
7月22日(水)　  海のふるさと館

海のふるさと館 夏休み工作教室
8月4日(火)　  海のふるさと館

ラウンジコンサート（三線とピアノ、黄金井脩）
7月18日(土)　  海のふるさと館

LoveRiver るもい川まつり
8月9日(日)※予定　  高砂公園裏留萌川河川敷

ラウンジコンサート（トランペット､ピアノ､パーカッション）
8月15日(土)　  海のふるさと館

近くの海の家でイカの足
を買って磯ガニ釣り体験
にチャレンジしよう !!

 増毛リバーサイドパークオートキャンプ場

開　設 4月下旬～10月中旬

料　金

ノーマルサイト ……… 2,000円
スタンダードサイト … 4,000円
キャンピングサイト … 6,000円
コテージ ……………  12,000円（３棟）
シャワー ………………   200円

駐車場 無料（約63台）

設　備 炊事場、センターハウス、サニタリーハウス、
シャワー水洗トイレ（障がい者用有り）
センターハウスでは焼き肉なども楽しめる。

近隣にトロン温泉、テニス場、パークゴルフ場あり。
市街地より雄冬方面へ行くと、
国道231号線海岸沿いに「雄冬
野営場」がある。
炊事場、水洗トイレあり
（7月～９月）

増毛郡増毛町別苅881
TEL 0164-53-1385（管理棟）

るもい呑涛まつり
7月24日(金)前夜祭  留萌港南岸
7月25日(土)あんどん  市内目抜き通り
留萌の夏の一大イベント。

喫茶ポルク
増毛町の山、海を一望できるログハ
ウス風喫茶。人気メニューはカレー、
パスタ、ケーキ。自家焙煎の有機豆
コーヒーを飲みながら一休みしたい。
 増毛郡増毛町見晴町1058-11
 0164-53-3485
 10:00～20:00
 水曜日

第58回増毛町観光港まつり
7月25日(土)～26日(日)
7/25(土) 花火大会・ビアパーティー
7/26(日) サマーフェスティバル
 増毛港（25日）
　 畠中町3丁目（26日）

岩尾温泉あったま～る
大らかな日本海を染める夕陽。遠く
を往く船に想いを馳せ、のんびりと
湯につかる贅沢なひととき。心も体
も温まる小さな温泉。
 増毛郡増毛町岩老109番地1
 0164-55-2024
 11:00～21:00（土日祝日10:00～）
 毎月第３木曜日（祝日の場合は前日）
日帰り入浴：大人500円､小人250円
4歳未満は無料 ※小人は４歳～12歳

露天風呂

客船にっぽん丸寄港　
7月7日(火)　  留萌港古丹浜地区

観光施設無料巡回バス「KAZUMOちゃん号」運行
留萌市のゆるキャラ｢KAZUMOちゃん｣をイメージキャラクターにした観光バスが、市内観光施設を無料で巡回する。
7月18日･19日･25日･26日、8月1日･2日･8日･9日･15日･16日（全５週の土･日曜日）

シフォンケーキ

文中の マークは『道の駅・シーニックカフェスタンプラリー2015』対象施設
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羽幌沿海フェリー（羽幌･焼尻･天売）

各市町村間の移動時間は車で約２０分（交通量や天候により変動あり）
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道の駅 てしお

道の駅 富士見

道の駅 ☆ロマン街道しょさんべつ

道の駅ほっと♡はぼろ

道の駅風Wとままえ

道の駅 おびら鰊番屋

アクセス情報 留萌管内のアクセス案内

沿岸バス㈱ 羽幌本社ターミナル
TEL 0164ｰ62ｰ1550
留萌営業所
TEL 0164ｰ42ｰ1701

札幌市▶増毛町
●海沿い:国道２３１号経由  １１５km（２時間２９分）

札幌市▶留萌市
●国道２７５号経由　　　　１３６km（３時間５分）
●道央道～深川留萌自動車道（留萌大和田ＩＣ）経由
　　　　　　　　　　　　　１５６km（２時間７分）

新千歳空港▶留萌市
●道央道～深川留萌自動車道（留萌大和田ＩＣ）経由
　　　　　　　　　　　　　１９０km（２時間２０分）

旭川市▶留萌市
●国道１２号経由　　　　　　７８km（１時間３９分）
●道央道～深川留萌自動車道（留萌大和田ＩＣ）経由
　　　　　　　　　　　　　　９２km（１時間２０分）

稚内市▶天塩町
●海沿い:道道１０６号経由  　６８km（１時間８分）
●幌富バイパス経由　　　　　７１km（１時間８分）

フェリー TEL 0164ｰ62ｰ1774
FAX 0164ｰ62ｰ5231

バ　ス 留萌ターミナル
TEL 0164ｰ42ｰ2073
札幌ターミナル
TEL 011ｰ231ｰ0500

自動車・バイクの道路アクセス

J　 R TEL 0164ｰ42ｰ0640

てんてつバス㈱ TEL 0164ｰ42ｰ0620

ＪＲ留萌駅

北海道中央バス㈱

羽幌沿海フェリー㈱

MAPエリア

旭川
札幌

稚内

TEL（0164）42-3871 ・ FAX（0164）42-2200発行・編集 【事務局】北海道留萌市船場町2丁目 JR留萌駅2Ｆ （株）エフエムもえる内留萌観光連盟

朝の情報番組内で北海道内５局に
留萌のイベント情報を発信中！

FMもえる 76.9M㎐

http://moeru.fm

http://rumoiclub.net
るもい食楽歩ホームページ

動画サイト

http://rumoiclub.net/webcm

るもいWEBCM
『るもいであいました。』

http://rumoiclub.net/ororonrobo

留萌管内合体機獣
オロロンロボ メビウス

手書きまっぷ
公開中!!

るもいの魅力を伝えるメンバー(会員)
募集中!!  会費・入会金無料!!

るもいファンクラブ

http://rumoifan.net

表紙　写真／佐藤圭（留萌市在住）
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