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苫前町山間・古丹別の
桜まつり。本祭（例年）は
ジンギスカン、カラオケ大
会、ステージショーほか。
■場 古丹別緑ヶ丘公園
（苫前町古丹別240-13）
■問 苫前町役場古丹別支所
TEL0164-65-3311

5月上旬 苫前町

古丹別緑ケ丘公園桜まつり（本祭）

中止決定
５月５日は「かずの子の日」。
かずの子など水産加工品
の特価販売。グルメ屋台、
三平汁の振る舞いほか。
■場 るしんふれ愛パーク／船場公園
（留萌市船場町2丁目 道の駅内）
■問 留萌市経済港湾課
TEL0164-42-1840

5月5日(水) 留萌市

かずの子のマチ留萌フェスタ

中止決定
フキ、ウドなどの山菜の試
食、ギョウジャニンニク入
りジンギスカン、特産品販
売、ステージショーほか。
■場 道の駅富士見隣 農村公園
（遠別町字富士見）
■問 遠別町役場経済課
TEL01632-7-2115

5月中旬 遠別町

富士見ヶ丘公園開き・山菜まつり

中止決定
甘エビ浜値即売、銘酒
国稀の振る舞い酒、炭火
焼きコーナー、うまいも
の横丁（屋台）ほか。
■場 増毛駅前歴史通り周辺
（増毛町永寿1・稲葉1・弁天1ほか）
■問 増毛町役場商工観光係
TEL0164-53-3332

5月29日(土)・30日(日) 増毛町

増毛春の味まつり～地酒に甘エビ、タコ、ホタテ！～

中止決定
にしん三平汁無料配布、
地元のタコやホタテ焼き、
直売、大抽選会、餅まき、
郷土芸能発表ほか。
■場 重要文化財 旧花田家番屋
（小平町字鬼鹿広富）
■問 小平町教育委員会
TEL0164-56-9500

5月23日(日) 小平町

鰊番屋まつり

中止決定

遊具体験、科学体験コー
ナー、模擬店、各種アト
ラクション、ステージ
ショーほか。
■場 レストパークはぼろ芝生広場
（羽幌町南6条1丁目）
■問 羽幌町役場社会教育課
TEL0164-62-1178

5月30日(日) 羽幌町

羽幌町子どもフェスティバル

700キロのニシン舟を8
人1組のチームで引く萌
えっこばんばレース、大
抽選会、グルメ街道ほか。
■場 陸上自衛隊留萌駐屯地グラウンド
（留萌市緑ケ丘町1丁目）
■問 同実行委員会
TEL0164-42-1808

3月上旬 留萌市

萌っこ春待里（はるまつり）

中止決定

天売島近海のウニや海
産物を格安提供。その場
で炭焼きバーベキュー。
夜は花火大会予定。
■場 天売港フェリーターミナルすぐ横
※高速船で約60分/フェリーで約90分

■問 天売島観光案内所
TEL01648-3-5401※8月末まで

7月17日(土)・18日(日) 天売島

日本一の味覚 天売ウニまつり

中止決定

JA苫前町主催の七夕イ
ベント。ステージショー、
もちまき大会、出店、大
抽選会ほか。
■場 苫前町公民館 駐車場
（苫前町字古丹別187-15）
■問 苫前町農業協同組合
TEL0164-65-4412

8月上旬 苫前町

七夕夕市

中止決定

小平町産黒毛和牛の野外
バーベキュー、メロンやホ
タテなど町の農水産物直
売、ステージショーほか。
■場 ゆったりかん裏多目的広場
（小平町字小平町国道232号線沿い）
■問 同実行委員会（小平町役場内）
TEL0164-56-2111

8月29日(日) 小平町

小平町産業まつり

中止決定

苫前町で開催される子
どもも大人も楽しめる
地域の夏まつり。盆踊り、
飲食コーナーほか。
■場 苫前町公民館 特設会場
（苫前町字古丹別187-15）
■問 同実行委員会
TEL0164-65-3311

８月14日(土) 苫前町

古丹別ふるさと祭り

中止決定
苫前町で開催される子
どもも大人も楽しめる
地域の夏まつり。盆踊り、
飲食コーナーほか。
■場 苫前町福祉センター駐 車場
（苫前郡苫前町苫前172）
■問 同実行委員会
TEL0164-64-2212

８月15日(日) 苫前町

苫前ふるさと祭り

中止決定
団体及び個人による仮装
盆踊り、飲食出店、行灯
と一緒に遠別音頭を踊り
ながらのパレードほか。
■場 マナピィ21駐車場
（遠別町本町4）ほか
■問 遠別町経済課商工水産係
TEL01632-7-2115

8月21日(土) 遠別町

仮装盆踊り大会・仮装行列パレード

中止決定
天塩川河川公園河川敷
で開催される迫力の花
火大会。飲食、縁日、抽
選会ほか。
■場 天塩川河川公園
（天塩町海岸通）
■問 天塩商工会
TEL01632-2-1045

8月中旬 天塩町

天塩川港まつり花火大会

中止決定

花火打上
20：00頃～
予定※例年

子どもも大人も楽しめ
る地域の夏まつり。盆
踊り、ゲーム大会、カラ
オケ大会ほか。
■場 雄信内支所前駐車場
（天塩町雄信内）
■問 同実行委員会
TEL01632-4-3331

8月中旬 天塩町

雄信内夏まつり

中止決定

●聖徳太子祭【留萌市】……………例年6月21日～6月22日
●鬼鹿厳島神社例大祭【小平町】…例年7月2日～7月4日
●苫前神社例大祭【苫前町】………例年7月5日～7月7日
●羽幌神社祭【羽幌町】……………例年7月8日～7月10日
●小平神社例大祭【小平町】………例年7月10日～7月12日
●初山別稲荷神社例大祭【初山別村】…例年7月11日～7月13日
●古丹別神社例大祭【苫前町】……例年7月11日～7月13日
●厳島神社例大祭【増毛町】………例年7月12日～7月14日
●遠別神社例大祭【遠別町】………例年7月14日～7月16日
●留萌神社例大祭【留萌市】………例年7月16日～7月18日
●天塩厳島神社例大祭【天塩町】…例年7月16日～7月18日

留萌管内の神社祭 ※開催日程は例年情報です 留萌管内の海水浴場 ※開設期間は例年情報です

●えんべつみなくるびーち【遠別町】…………7月中旬～8月中旬
　└みなくるびーちオープン記念ビーチバレーボール大会……7月中旬
●初山別村豊岬海水浴場【初山別村】…………7月中旬～8月中旬
●はぼろサンセットビーチ【羽幌町】…………7月中旬～8月中旬
　└サンセットビーチCUPビーチバレーボール大会………8月上旬
●とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチ【苫前町】……7月中旬～8月中旬
●おにしかツインビーチ【小平町】……………7月中旬～8月中旬
●臼谷海水浴場【小平町】………………………7月中旬～8月中旬
●ゴールデンビーチるもい【留萌市】…………7月中旬～8月中旬
　└日本海CUP争奪ビーチバレー大会………7月中旬

2021年度は留萌管内全ての海水浴場が「開設中止」です

※最新情報は各市町村へお問い合せください ※最新情報は各市町村へお問い合せください

新型コロナウィルス感染症等の影響により、イベントが急遽中止・延期となる場合があります。最新の情報は、各市町村またはイベント主催者へお問い合せください。

令和３年
2021～

「森と湖に親しむ旬間」に
ちなんだイベント。レクリ
エーション、小平ダム見
学会、ビンゴ大会ほか。
■場 おびらしべ湖ダム公園
（留萌郡小平町字達布）
■問 同実行委員会
TEL0164-58-1622

7月下旬 小平町

おびらしべ湖 森と湖に親しむつどい

中止決定

エビ篭オーナー（当日会
場で甘エビを山分け・申込
制）、特産品屋台、ステー
ジショーほか。
■場 とままえ夕陽ヶ丘未来港公園
（苫前町字栄浜313番地）
■問 北海道風車まつり実行委員会
TEL0164-64-2212

7月18日(日) 苫前町

北海道風車まつり・エビ篭オーナーin苫前

中止決定

花火打上
19：45頃～
予定※例年

 増毛港で開催される花火
大会。※増毛観光港まつ
りは今年度中止。花火の
打ち上げのみ実施。
■場 増毛港特設会場
（増毛町港町）
■問 増毛町役場商工観光課
TEL0164-53-3332

7月31日(土) 増毛町

増毛町納涼花火大会
前夜祭：屋台、ステージ
ショーほか。
本祭：やん衆あんどん、
市内目抜き通り練り歩
■場 前夜祭：道の駅るもい（留萌市船場町2）
本  祭：市内目抜き通り

■問 留萌市経済港湾課
TEL0164-42-1840

7月下旬 2日間 留萌市

るもい呑涛まつり

中止決定

花火打上
20：00頃～
予定※例年

約3 ,000発の花火が、
サンセットビーチの夏の
夜空を彩る。海面に乱反
射する水上花火も必見。
■場 はぼろサンセットビーチ
（羽幌町港町5丁目）
■問 羽幌町観光協会
TEL0164-62-6666

7月24日(土) 羽幌町

はぼろ花火大会

中止決定
旧増毛小学校（北海道
遺産）で開催されるぞう
きん掛け選手権。個人
の部、リレーの部あり。
■場 旧増毛小学校
（増毛町見晴町）
■問 増毛町役場商工観光課
TEL0164-53-3332

7月31日(土) 増毛町

ぞうきん掛け選手権

中止決定

※要事前
　申込み

医療従事者への感謝の
気持ちと新型コロナの終
息を願うライトアップ事
業。（19:30～22:00）
■場 留萌川河川敷
（留萌市高砂町 高砂公園裏河川敷）
■問 留萌市都市整備課
TEL0164-42-2010

８月7日(土) 19:30～22:00 留萌市

留萌川ライトアップ
道北最大級の花火大会。
※今年は花火大会のみ
開催。飲食、ステージ
ショーはありません。
■場 留萌港南岸壁特設会場
（留萌市明元町2）
■問 同実行委員会
TEL0164-42-5555

8月8日(日・祝) 留萌市

オロロンサマーフェスタ
当日天文台無料開放。
天体観望、ペットボトル
ロケット製作教室、プラ
ネタリウム上映ほか。
■場 しょさんべつ天文台
（初山別村豊岬）
■問 しょさんべつ天文台
TEL0164-67-2539

初山別村

しょさんべつ星まつり
8月7日(土)

中止決定
前夜祭：各種ゲーム、抽
選会、花火大会ほか。
本祭：飲食出店、タコリ
レー、ステージショーほ
■場 みさき台公園観光広場
（初山別村豊岬）
■問 初山別村観光協会
TEL0164-67-2211

初山別村

しょさんべつ岬まつり
8月7日(土)・8日(日)

中止決定
幻の羊肉「焼尻サフォー
ク」をその場でバーベ
キュー。島自慢の海産物
も浜値販売。
■場 焼尻港フェリーターミナルすぐ横
※高速船で約35分/フェリーで約60分

■問 焼尻島観光案内所
TEL01648-2-3993※8月末まで

8月7日(土)・8日(日) 焼尻島

焼尻めん羊まつり

中止決定
子どもから大人まで楽
しめる遠別の夏まつり。
子ども縁日、飲食販売、
お楽しみ抽選会ほか。
■場 マナピィ21駐車場
（遠別町本町4）ほか
■問 遠別商工会
TEL0164-7-2245

8月7日(土) 遠別町

消費者還元商工夏まつり

中止決定

3色綱引き大会、巨大滑
り台、町の特産品が当た
るビンゴゲームやちびっ
こゲーム大会ほか。
■場 マナピィ21駐車場
（遠別町本町4）
■問 遠別町経済課商工水産係
TEL01632-7-2115

2月6日(日) 遠別町

えんべつ冬まつり

5色綱引き、タイヤ引き
レース、雪上フラッグ
レース、幼児向け宝探し、
出店、餅まきほか。
■場 はぼろレストパーク
（羽幌町南7条2丁目）
■問 同実行委員会
TEL0164-62-1178

2月20日(日) 羽幌町

おろろんウィンターフェスティバル
雪中宝さがし、雪玉
deGET！、雪中！すも
う大会、ジャンボすべ
り台＆かまくらほか。
■場 暑寒別岳スキー場
（増毛町暑寒沢）
■問 増毛町商工観光課
TEL0164-53-3332

2月13日(日) 増毛町

暑寒別岳スキー場まつり

当日はリフト全日無料。
バナナボードや景品付
もちまき大会、大抽選会、
豚汁無料配布ほか。
■場 羽幌町民スキー場「びゅー」
（羽幌町中央405番地1）
■問 羽幌町民スキー場「びゅー」
TEL0164-62-6800

1月23日(日) 羽幌町

町民スキー場「びゅー」まつり
よりみちクリスマスス
テージイベント、体験
コーナー（クリスマスア
イテム作り）ほか。
■場 北海道留萌振興局
（留萌市住之江町2丁目1-2）
■問 北海道留萌振興局
TEL0164-42-8404

12月未定 留萌市

よりみちの駅クリスマス

親子、小・中・高･一般、大
凧、連凧の各部門で図
柄や揚がり方など審査。
会場内特産品販売あり。
■場 とままえ温泉ふわっと
（苫前町苫前119-1）
■問 同実行委員会
TEL0164-65-4076

2月27日(日) 苫前町

苫前町凧あげ大会

※参加の場合は
　要事前申込み

るもいのうまいもん大
集合！もってけ！目玉企
画、新鮮魚介類販売、
地元グルメ屋台ほか。
■場 未定
■問 同実行委員会（留萌観光協会内）
TEL0164-43-6817

※2021年6月・7月・8月・9月開催【中止決定】

7月未定 留萌市

うまいよ！るもい市②

中止決定
留萌の景勝地「黄金岬」
でウニ獲り体験。ウニ採
取、ウニの剥き方指導ほ
か（子ども対象）。
■場 黄金岬海浜公園 南側船着き場
（留萌市大町２丁目）
■問 留萌観光協会
TEL0164-43-6817

8月1日(日) 10:00～14:00 留萌市

夏休み子どもウニ獲り体験
旧増毛小学校（北海道
遺産）で肝試し。夜の校
舎を懐中電灯一つで見
学してみませんか。
■場 旧増毛小学校
（増毛町見晴町）
■問 増毛町役場商工観光課
TEL0164-53-3332

8月6日(金) 増毛町

旧増毛小学校 肝試し　

中止決定

※要事前
　申込み

ゴールデンビーチるも
い開催のキャンプイベン
ト。砂浜でのアトラク
ションや、浜焼きほか。
■場 ゴールデンビーチるもい
（留萌市沖見町地先）
■問 留萌観光協会
TEL0164-43-6817

７月～８月のうち１回 留萌市

るもいシーサイドキャンプ

中止決定

※要事前
　申込み

国指定史跡「旧留萌佐
賀家漁場」、国指定重要
有形民俗文化財「留萌
のニシン漁撈用具」一般
公開（10:00～16：00／入場無料）。
■場 佐賀家漁場（留萌市礼受町）
■問 留萌市教育委員会生涯学習課
TEL0164-42-0435

8月1日(日)～8月7日(土) 留萌市

旧留萌佐賀家漁場 一般公開

全国屈指の水揚げを誇
る羽幌の新鮮甘エビの
浜値販売、全国人気店の
甘エビメニューほか。
■場 はぼろバラ園 道の駅ほっと･はぼろ内
（羽幌町北3条1丁目）
■問 羽幌町観光協会
TEL0164-62-6666

6月下旬 羽幌町

はぼろ甘エビまつり

中止決定
るもいのうまいもん大
集合！もってけ！目玉企
画、新鮮魚介類販売、
地元グルメ屋台ほか。
■場 未定
■問 同実行委員会（留萌観光協会内）
TEL0164-43-6817

※2021年6月・7月・8月・9月開催【中止決定】

6月未定 留萌市

うまいよ！るもい市①

中止決定
前夜祭：売店、抽選会、
ステージショーほか。
本祭：しじみ狩り、しじみ
貝や特産品販売ほか。
■場 鏡沼海浜公園
（天塩町字更岸7476）
■問 天塩町商工観光課
TEL01632-2-1001

7月4日(土)・5日(日) 天塩町

鏡沼しじみまつり

しじみ狩り
・ 大人500円
・ 子供300円
※例年料金

中止決定
ひらめ底建網漁（オー
ナー登録で、ひらめ山分
け）、特産品販売、飲食
ブース、生簀見学ほか。
■場 遠別漁港（遠別町本町）
■問 遠別ひらめ実行委員会分室
TEL0164-43-5155※期間内

■HP http://hirame.main.jp/

6月中旬 遠別町

ひらめ底建網オーナーin遠別

中止決定
暑寒別岳（標高1,492m）
を主峰とする暑寒別岳
連峰の山開きイベント。
※安全祈願祭のみ実施
■場 暑寒荘前広場
　（増毛町暑寒沢830）
■問 増毛町役場商工観光課
TEL0164-53-3332

6月19日(土) 増毛町

暑寒別岳山開き

登山時間目安
●暑寒ルート
　7時間40分
●箸別ルート
　7時間10分

中止決定

るもいのうまいもん大
集合！もってけ！目玉企
画、新鮮魚介類販売、
地元グルメ屋台ほか。
■場 未定
■問 同実行委員会（留萌観光協会内）
TEL0164-43-6817

※2021年6月・7月・8月・9月開催【中止決定】

9月未定 留萌市

うまいよ！るもい市④

中止決定
秋鮭のチャンチャン焼
き、ホタテや一夜干しの
魚の販売、野菜販売、子
ども縁日ほか。
■場 産直工房きたる駐車場
（羽幌町港町1丁目36番地）
■問 産直工房きたる
TEL0164-68-7700

9月未定 羽幌町

秋の味覚祭

中止決定
今年獲れたるもいのお
米や、食べる酒米など、
るもいの農水産物・加工
品を販売。
■場 道の駅るもい
（留萌市船場町2丁目114）
■問 留萌振興局地域創生部地域政策課
TEL0164-42-8423

10月17日(日) 10:30～14:30 留萌市

留萌応援マルシェ

秋鮭やホタテなどの鮮
魚類、りんごやぶどうな
どの農産品、地酒の販売、
各種アトラクションほか。
■場 増毛港中央埠頭
（増毛町港町）
■問 増毛町役場商工観光課
TEL0164-53-3332

9月26日(日) 増毛町

増毛町秋の味まつり

中止決定

中止決定

●鏡沼海浜公園キャンプ場【天塩町】 5月～10月中旬
●天塩鏡沼海浜公園手ぶらでキャンプ【天塩町】 7月～10月下旬
●遠別川河川公園キャンプ場【遠別町】 5月～10月
●富士見ヶ丘公園キャンプ場【遠別町】 5月～10月
●みさき台公園キャンプ場【初山別村】 4月下旬～10月
●みさき台公園オートキャンプ場【初山別村】 6月中旬～9月中旬
●天売島キャンプ場【天売島】……… 5月～9月
●焼尻島キャンプ場【焼尻島】……… 5月～9月
●とままえ夕陽ヶ丘オートキャンプ場【苫前町】 4月下旬～9月下旬 ※2021年度中止
●小平町望洋台キャンプ場【小平町】 6月下旬～8月下旬 ※2021年度中止
●黄金岬キャンプ場【留萌市】……… 4月下旬～10月中旬
●神居岩グリーンスポーツキャンプ場【留萌市】 5月～10月
●増毛リバーサイドパークオートキャンプ場【増毛町】 4月中旬～10月中旬
●暑寒海浜キャンプ場【増毛町】…… 7月中旬～8月中旬

留萌管内のキャンプ場 ※開設期間は例年情報です

※最新情報は各市町村へお問い合せください

●増毛町営暑寒別岳スキー場【増毛町】…12月中旬～3月中旬頃
　└暑寒別岳ジャイアントスラローム大会…例年3月上旬頃
●神居岩スキー場クロスカントリーコース【留萌市】…12月中旬～
●遠別町幸和スキー場【遠別町】……降雪時～翌年融雪時
●小平町望洋台スキー場【小平町】…12月中旬～3月中旬頃
●羽幌町民スキー場「びゅー」【羽幌町】…12月中旬～3月中旬頃
●天塩町町民スキー場【天塩町】……1月上旬～2月下旬頃
●苫前三角点スキー場【苫前町】……1月上旬～2月下旬頃
●古丹別緑ケ丘スキー場【苫前町】…1月上旬～2月下旬頃
●初山別村スキー場【初山別村】……1月中旬～

留萌管内のスキー場 ※開設期間は例年情報です

スタンプラリー
●ましけTownスタンプラリー【増毛町】
■期 2021年10月17日(日)まで
【景品】増毛町特産品ほか（抽選）
●天塩町内スマホスタンプラリー
てしおでおして【天塩町】
■期 2021年11月14日(日)まで
【景品】天塩町特産品ほか（抽選）
●益増キャンペーン【増毛町・石狩市】
■期 2021年11月3日(水)まで
【景品】増毛町・石狩市特産品ほか（抽選）

●ましけヒストリー・ラリー【増毛町】
■期 2021年11月3日(水)まで
【景品】オリジナルマグネット
●おろろんスタンプラリー【留萌市】
■期 2022年2月28日(月)まで
【景品】留萌管内特産品ほか（抽選）

増毛町 留萌市 小平町 苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 天塩町天売島 焼尻島

天塩鮭のつかみどり、天
塩町自慢の鮮度抜群の
魚介類や野菜・果物の
即売会、大抽選会ほか。
■場 鏡沼海浜公園
（天塩町字更岸7476番地）
■問 天塩町企画商工課
TEL01632-2-1001

9月上旬 天塩町

てしお味覚まつり

中止決定
盆踊りで盛り上がる留萌
市のイベント。仮装盆踊
り、やん衆太鼓、民謡、飲
食屋台、こども縁日ほか。
■場 るしんふれ愛パーク／船場公園
（留萌市船場町2丁目 道の駅内）
■問 留萌市経済港湾課
TEL0164-42-1840

8月未定 留萌市

やん衆盆踊り

中止決定
遠別の新鮮野菜や海産
物の販売、地元農業高
校や漁協の特産品販売、
ステージショーほか。
■場 JAオロロン遠別支所駐車場
（遠別町字本町3）
■問 オロロン農協遠別支所
TEL01632-7-2511

8月下旬 遠別町

遠別農業まつり

中止決定
るもいのうまいもん大
集合！もってけ！目玉企
画、新鮮魚介類販売、
地元グルメ屋台ほか。
■場 未定
■問 同実行委員会（留萌観光協会内）
TEL0164-43-6817

※2021年6月・7月・8月・9月開催【中止決定】

8月未定 留萌市

うまいよ！るもい市③

中止決定

マラソン大会
●オロロンライン全道マラソン大会【羽幌町】
■期 2021年7月下旬 ※中止決定
●健康づくり留萌マラソン大会【留萌市】
■期 2021年9月下旬 ※中止決定
●エンベツふれあいマラソン大会【遠別町】
■期 2021年9月未定 ※中止決定
●おろちゃんマラソン大会【羽幌町】
■期 2021年10月10日(日) ※中止決定

※スキー場開設期間は積雪状態により異なる場合があります。
※最新情報は各市町村へお問い合せください

※最新情報は各市町村へお問い合せください




