MICEカレンダー

MICE

釧路

Meeting Incentive Convention Exhibition

in

平成29年4月～平成30年3月

開催期間

★開催場所・★主催者

春の遊園地まつり

21日（金）～23日（日）

第22回全日本オールドタイマー大会Over50

★春採アイスアリーナ
★（公財）
日本アイスホッケー連盟

21日（金）～28日（金）

阿寒湖砕氷帯観光遊覧

★阿寒湖
★阿寒観光汽船（株）

月

4

行事・催事名

★釧路市動物園
★釧路市動物園

16日（日）

29日（土）

ドリーム杯第17回未来小学生バレーボール全道フェスティバル

9

6日（土）・7日（日）

第33回北海道ジュニアトランポリン競技選手権大会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道トランポリン協会

第43回くしろチューリップ＆花フェア

★鶴ケ岱公園
★実行委員会

全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部総会

★未定
★全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部

平成29年度北海道ソフトバレー・ブロックフェスティバル釧路大会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道ソフトバレーボール連盟

★釧路市民ソフトボール場
★北海道高等学校体育連盟

18日（日）

北のビーナス蕗まつり

★音別町文化会館駐車場
★おんべつ振興協会

18日（日）

雄阿寒岳山開き

★雄阿寒岳
★実行委員会

釧路市漁協青年部

★釧路市漁業協同組合、統合流通センター特設
会場
★釧路市漁業協同組合

月

第8回子供お魚まつり

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道弓道連盟

9月中旬（予定）

鯨肉普及キャンペーン

★釧路和商市場
★釧路くじら協議会

9月中旬（予定）

「くじら祭り＆くしろの鯨
秋の動物園まつり

★釧路市動物園
★釧路市動物園

9月下旬（予定）

第64回全道市役所剣道大会兼第50回東西対抗戦

★湿原の風アリーナ釧路
★釧路市役所福利厚生会

1日（日）

北のビーナスBBQまつり

★音別町スケートリンク特設会場
★おんべつ振興協会

6日（金）

第47回全国小学校国語教育研究大会北海道大会
第72回北海道国語教育研究大会釧路大会

★釧路市立鶴野小学校、釧路市立大楽毛中学校
★全国小学校国語教育研究会、北海道国語教育
連盟、釧路国語教育研究会

7日（土）・8日（日）

第4回北海道オールシニア交歓大会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道シニアバスケットボール連盟、
（一財）北
海道バスケットボール協会

7日（土）・8日（日）

全国実業団ボウリング連盟北海道連合第13回支部対抗選手権大会

★釧路パレスボウル
★全国実業団ボウリング連盟北海道連合

平成29年度北海道卓球選手権（ジュニア・一般の部）
兼 全日本予選会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道卓球連盟

釧路聴力障害者協会60周年記念事業

★未定
★（一社）釧路聴力障害者協会

第68回まりも祭り

★阿寒湖岸園地、アイヌコタン
★ＮＰＯ阿寒観光協会まちづくり推進機構

第9回北海道レディースソフトテニス道東大会

★湿原の風アリーナ釧路 他
★北海道レディースソフトテニス協会

第13回KUSHIROソフトバレーボール北海道大会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道ソフトバレーボール連盟

8日（日）

厳島神社例大祭 −くしろ祭−

★厳島神社（社殿・境内）、栄町平和公園周辺
★厳島神社（一の宮祭実行委員会）

第13回北海道特別支援学校おやじサミット
「タンチョウサミット2017」

★北海道釧路鶴野支援学校、アクアベール
★第13回北海道特別支援学校おやじサミット実
行委員会

★前夜祭：釧路プリンスホテル
大会当日：釧路市民陸上競技場
★釧路市、釧路市社会福祉協議会、北海道新聞釧
路支社

15日（日）

月

★高山特設会場（釧路市高山30番地）
★釧路モトクロス協会

阿寒ふるさとまつり
2017東日本ジュニア体操競技選手権大会

★湿原の風アリーナ釧路
★（社）全日本ジュニア体操クラブ連盟

第67回全道造形教育研究大会釧路大会

★釧路市立共栄小学校
★北海道造形教育連盟、釧路造形教育研究会

27日（木）・28日（金）

平成29年度第68回北海道高等学校工業教育研究集会

★釧路工業高等学校
★北海道工業高等学校長会

28日（金）～30日（日）

MOO誕生祭（霧フェス協賛イベント）

★釧路フィッシャーマンズワーフMOO
★MOOウォーターフロント会

28日（金）～30日（日）

第33回くしろ霧フェスティバル

★幸町緑地野外ステージ
★（一社）釧路青年会議所

30日（日）
（予定）

第45回釧路湿原マラソン

★釧路市民陸上競技場
★釧路市、釧路市教育委員会、釧路市体育協会、
釧路地方陸上競技協会、北海道新聞社、道新ス
ポーツ、
（一財）釧路市スポーツ振興財団

31日（月）
（予定）

釧路湿原国立公園指定30周年記念式典

★釧路市観光国際交流センター（予定）
★釧路湿原国立公園指定30周年記念事業実行
委員会

いわしすくい

★釧路和商市場
★釧路和商協同組合

夜の動物園まつり

★釧路市動物園
★釧路市動物園

4日（金）～6日（日）

第29回ミニバスケットボール北海道ブロック大会
兼 第38回北海道ミニバスケットボール夏季交歓大会釧路大会

★湿原の風アリーナ釧路、釧路町総合体育館、釧
路近郊の小学校体育館
★北海道ミニバスケットボール連盟、
（一財）北海
道バスケットボール協会

4日（金）～6日（日）

第70回くしろ港まつり

★釧路港、北大通他
★くしろ港まつり会

第40回北大通歩行者天国

★北大通3丁目～5丁目、パステルタウン
★歩行者天国実行委員会

日本クレー北海道第7次釧路公式大会

★釧路HAP'1総合射撃場
★（一財）
日本クレー射撃協会、釧路クレー射撃協
会

24日（月）～29日（土）
27日（木）
（予定）

7月下旬
8月上旬
8月中旬（予定）

5日（土）・6日（日）

6日（日）

6日（日）

第44回北海道クラブ対抗選手権大会
兼 第46回全日本クラブ対抗選手権大会北海道予選会
第26回北整全道少年柔道大会
第7回北整全道少年柔道型競技会
第40回北整柔道大会

27日（金）

くしろ健康まつり2017

★釧路市観光国際交流センター
★釧路市、釧路市国民健康保険、釧路市地域医療
協議会

第18回北海道法人会女性部会全道大会 釧路大会

★ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路
★（一社）北海道法人会連合会、公益社団法人
釧路地方法人会

北海道教育大学附属釧路小学校・中学校

★北海道教育大学附属釧路小学校、北海道教育
大学附属釧路中学校
★北海道教育大学、北海道教育大学附属釧路小
学校、北海道教育大学附属釧路中学校

教育研究発表会

第64回北海道学生バドミントン会長杯争奪選手権大会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道学生バドミントン連盟

第46回北海道性教育研究大会釧路大会

★釧路市立美原小学校、釧路市立美原中学校
★北海道性教育研究会

第72回北海道社会科教育研究大会釧路大会

★主会場：釧路市立湖畔小学校
中学校授業会場：釧路市立春採中学校
★北海道社会科教育研究連盟

第9回全道女子ユース
（U-15）
フットサル大会
兼 第8回全日本女子ユース
（U-15）
フットサル大会北海道予選

★湿原の風アリーナ釧路
★（公財）北海道サッカー協会

11月
（予定）

第52回全道高等学校郷土研究発表大会

★未定
★北海道高等学校文化連盟

11月
（予定）

第14回全道高等学校ボランティア研究大会

★未定
★北海道高等学校文化連盟

11月上旬
（予定）

秋の遊園地まつり

★釧路市動物園
★釧路市動物園

11月上旬
（予定）

釧路ししゃもフェア

★釧路和商市場
★釧路和商協同組合

平成29年度（2017年度）
第32回北海道中学校バスケットボール新人大会北大会

★湿原の風アリーナ釧路、釧路町総合体育館、釧
路近郊の中学校体育館
★北海道ジュニアバスケットボール連盟、
（一財）
北海道バスケットボール協会

12月
（予定）

釧路市東部漁業協同組合

★釧路市東部漁業協同組合事務所１F
★釧路市東部漁業協同組合

12月上旬～中旬
（予定）

第46回くしろ物産まつり

★釧路市観光国際交流センター
★釧路市物産協会

12月中旬
（予定）

Ｆ
ＩＳ公認 ＮＪＲ阿寒スラローム大会

★国設阿寒湖畔スキー場
★阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会

12月中旬
（予定）

FIS公認

★国設阿寒湖畔スキー場
★阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会

12月中旬
（予定）

釧路の漁師が贈る 第8回

12月中旬
（予定）

どんと市

★釧路和商市場
★釧路和商協同組合

12月下旬
（予定）

第62回阿寒スピードスケート選手権大会

★阿寒湖畔スケートリンク
★阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会

17日（金）
25日（土）・26日（日）

25日（月）～28日（木）

★湿原の風アリーナ釧路（予定）
★（公社）北海道柔道整復師会釧路ブロック

★釧路市鳥取温水プール
★釧路水泳協会

★湿原の風アリーナ釧路
★社会医療法人 孝仁会

10日（金）
（予定）

★釧路パレスボウル
★北海道ボウリング連盟

他

第7回釧路孝仁会杯ソフトバレーボール北海道大会

8日（水）～12日（日）

12

★釧路市民球場、釧路市民ソフトボール場
★（一社）北海道チャンピオンシップ協会

阿寒湖
まりも夏
希灯

★未定
★北海道造園組合連合会

3日（金）
（予定）

11

2017KING ｏｆ KING
第7回北海道チャンピオンシップ少年軟式野球大会
一般財団法人北海道水泳連盟公認水泳競技大会
第36回道東選手権水泳競技大会

雄阿寒岳 山開き

平成29年全道造園技能講習会

10月
（予定）

月

5日（土）・6日（日）

20日（金）・21日（土）
（予定）

月

7月中旬（予定）

15日（日）

他

★釧路市阿寒町行政センター駐車場及び市民広
場
★実行委員会

23日（日）
（予定）

月

14日（土）・15日（日）

MFJ公認

全道モトクロス選手権第4戦釧路大会

12日（木）
（予定）

★釧路市民球場、釧路市民テニスコート、湿原の
風アリーナ釧路
★北海道地区国立工業高等専門学校体育協議会

★釧路市阿寒町総合運動公園多目的広場
★（公財）北海道サッカー協会 他

23日（日）
（予定）

8日（日）～10日（火）

土曜市感謝祭

第30回ゴールドウィンカップ阿寒スラローム大会
冬の味覚とれたて市

盆踊り
民北海
くしろ市

★釧路市漁業協同組合、特設会場
★釧路市漁業協同組合

12月下旬
（予定）

歳の市

★釧路和商市場
★釧路和商協同組合

第54回春採湖水まつり

★春採公園ネイチャーセンター横の広場
★春採湖の会

12月下旬
（予定）

クリスマスＺＯＯ

★釧路市動物園
★釧路市動物園

ＦＭくしろ第14回春採夏まつり

★春採アイスアリーナ駐車場
★ＦＭくしろ

あいすランド阿寒

★阿寒湖上
★（有）広大

16日（水）

第59回釧新花火大会

★新釧路川鳥取橋土手緑地公園
★釧路新聞社

第36回北海道中学生新人バドミントン競技選手権大会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道バドミントン協会

19日（土）

第63回くしろ市民北海盆踊り

★北大通
★くしろ市民北海盆踊り会

19日（土）

おんべつ商工まつり

★音別町文化会館駐車場
★音別町商工会

平成29年度全国中学校体育大会
第38回全国中学校アイスホッケー大会

★日本製紙アイスアリーナ、春採アイスアリーナ
★（公財）日本中学校体育連盟、
（ 公財）日本アイ
スホッケー連盟、北海道教育委員会、釧路市教
育委員会

釧路ひぶなCUP『さくら眼科』全国オープンテニス大会

★釧路市民テニスコート
★釧路ひぶなテニスクラブ

第15回

★南大通、入舟、大町界隈
★啄木・雪あかりの町・くしろの会

第72回東北海道都市対抗ソフトテニス大会

★釧路市民テニスコート
★釧路ソフトテニス協会

20日（日）

平成29年度第7回全国ママさんバレーボール冬季大会北海道予選会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道ママさんバレーボール連盟

25日（金）

第21回全道会議

★ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路
★（一社）北海道空調衛生工事業協会

27日（日）

第24回北海道ブロックバウンドテニス親善交流大会

★湿原の風アリーナ釧路
★（一財）
日本バウンドテニス協会

月

12日（土）・13日（日）
（予定）

31日（木）

「第14回釧路大漁どんぱく」前夜祭

8月下旬～9月上旬（予定） 釧路ラーメンフェスティバル
1日（金）～10月9日（月）

釧路すえひろはしご酒大会

千本タイマツ－マリモの護り火－

2日（土）
2日（土）・3日（日）

月

2日（土）・3日（日）

★栄町平和公園、末広町・栄町・川上町繁華街
★釧路すえひろはしご酒大会実行委員会

★釧路フィッシャーマンズワーフMOO
★MOOウォーターフロント会

18日（日）
（予定）

2018北海道たんちょう杯インドアソフトテニス大会

★湿原の風アリーナ釧路
★釧路ソフトテニス協会

★釧路市、釧路町、釧路近郊（公道）
★（公財）日本サイクリング協会、北海道サイクリ
ング協会

2月上旬（予定）

冬の動物園まつり

★釧路市動物園
★釧路市動物園

★釧路市観光国際交流センター 前庭
★釧路地区農協組合長会、関係団体

2月中旬（予定）

第47回全道阿寒大回転大会
兼 ナスターレース公認大会

★国設阿寒湖畔スキー場
★阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会

10日（土）・11日（日）
（予定）

第54回北海道高校インドアソフトテニス選手権大会

★湿原の風アリーナ釧路 他
★北海道ソフトテニス連盟

25日（日）～29日（木）
（予定）

第12回全日本少年アイスホッケー大会（中学生・男子の部）

★柳町アイスホッケー場、春採アイスアリーナ、日
本製紙アイスアリーナ
★釧路市、釧路市教育委員会、
（一財）釧路市スポ
ーツ振興財団、
（公財）
日本アイスホッケー連盟

第7回阿寒丹頂の里千年祭

★道の駅阿寒丹頂の里クレインズテラス特設会
場及び丹頂観察センター
★阿寒丹頂の里プロジェクト委員会

厳島神社

★厳島神社
★厳島神社

9日（土）・10日（日）

第26回JOCジュニアオリンピックカップ北海道予選会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道ハンドボール協会

9日（土）・10日（日）

第42回北海道教員バスケットボール選手権大会

★釧路市内の中学校体育館
★北海道教員バスケットボール連盟、
（一財）北海
道バスケットボール協会

3

月

公益社団法人日本青年会議所 北海道地区協議会
第66回北海道地区大会釧路大会

鳥取神社例大祭

3日（土）・4日（日）
（予定） MOO氷まつり
（くしろ冬まつり共催イベント）

★湿原の風アリーナ釧路
★（公財）北海道サッカー協会

★釧路市民文化会館、釧路市観光国際交流セン
ター、幸町緑地イベント広場 等
★（一社）釧路青年会議所

13日（水）～15日（金）

★釧路市観光国際交流センター前庭
★くしろ冬まつり会

第28回全道少女フットサル大会

「第14回釧路大漁どんぱく」 釧路大漁どんぱく花火大会

3月上旬（予定）
3月上旬～中旬（予定）

★釧路副港市場マリントポス特設会場
★実行委員会
★鳥取神社及び旧鳥取町全域
★鳥取神社

人形供養祭（人形まつり）

★国設阿寒湖畔スキー場
★阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会

3月下旬（予定）

Ｆ
ＩＳ公認阿寒SL大会

★国設阿寒湖畔スキー場
★阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会

お問合せ先

●観光協会ガイド

一般社団法人釧路観光コンベンション協会
NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構

【MICE（マイス）とは】
Meeting, Incentive, Congress & Convention, Event & Exhibition の
略で、会議や学会、イベント、展示会、スポーツ大会等、何らかの
目的を持った人々の集まりのことを言います。

●MICE施設ガイド

釧路市観光国際交流センター
釧路市民文化会館
釧路市生涯学習センター（まなぼっと幣舞）
阿寒湖まりむ館

●スポーツ施設ガイド
0154-31-1993
0154-67-3200
0154-31-1993
0154-24-5005
0154-41-8181
0154-67-4400

釧路港第2埠頭の夕日

他

2018全日本ジュニアスキー選手権大会
／アルペン競技 技術系 回転



各施設ガイド

他

3月下旬（予定）

■はコンベンション、■はイベント催事

滝見橋
見頃の
紅葉が

★阿寒湖上
★阿寒湖氷上フェスティバル実行委員会

10日（土）・11日（日）

★釧路川河口付近
★北海道新聞釧路支社

「第14回釧路大漁どんぱく」 釧路Oh!!さかなまつり

阿寒湖氷上フェスティバル ＩＣＥ
・愛す・阿寒「冬華美」

★釧路市柳町スピードスケート場
★北海道スケート連盟

★釧路市観光国際交流センター
★（一社）釧路観光コンベンション協会

釧路大
漁どん
ぱく花火
大会

★釧網本線、釧路駅～標茶駅間
★くしろ地域冬季観光開発協議会、JR北海道

第89回北海道スピードスケート選手権大会
第46回北海道スプリントスケート選手権大会

★釧路市民球場 他
★北海道朝野球連盟

10日（日）
（予定）

★阿寒湖畔スケートリンク
★阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会

9日（金）～11日（日）
（予定）

第47回北海道朝野球大会（全日本早起野球大会北海道ブロック予選）

8日（金）～10日（日）

第40回北海道スポーツ少年団スピードスケート競技大会

3日（土）・4日（日）
（予定） くしろ冬まつり2018

2

他

★釧路市生涯学習センター
★北海道青色申告会連合会、
（ 一社）全国青色申
告会総連合

8日（金）～10日（日）

★湿原の風アリーナ釧路
★（一財）
日本バスケットボール協会

★湿原の風アリーナ釧路
★北海道バレーボール協会

第62回青色申告会北海道ブロック大会（釧路大会）

6日（水）

WJBL（バスケットボール女子日本リーグ）釧路大会

第13回北海道高等学校バレーボール新人大会

「第14回釧路大漁どんぱく」 いい味イキイキくしろ

「第14回釧路大漁どんぱく」 農業農村フェア ｉ
ｎ ＫＵＳＨＩＲＯ

啄木・雪あかりの町・くしろ

8日（木）～11日（日）

★釧路市観光国際交流センター
★釧路大漁どんぱく連絡協議会

第55回全道サイクリング釧路湿原大会

20日（土）・21日（日）

3日（土）～3月10日（土）
（予定）

月

2日（土）

18日（木）～21日（日）
（予定）

1月下旬～2月下旬
（予定） SL冬の湿原号運行

★阿寒湖アイヌシアター イコロ
★実行委員会

第14回釧路大漁どんぱく

7日（日）～9日（火）

1月中旬（予定）

★阿寒湖温泉街
★ＮＰＯ阿寒観光協会まちづくり推進機構

1日（金）～11月30日（木） イオマンテの火まつり秋バーション
1日（金）～3日（日）

1

★イオンモール釧路昭和店駐車場特設会場
★釧路ラーメン麺遊会

ら・フェスタ2017

1日（月）～3月31日（土）
（予定）

1月20日（土）

月

20日（日）
（予定）

30

年

19日（土）・20日（日）
（予定）

平成

★幣舞河畔広場
★おもてなしグルメフェスタ実行委員会

12日（土）

くしろ港まつり大漁ばやしパレード

他

KUSHIROおもてなしグルメフェスタ

11日（金）～13日（日）

ェア
プ＆花フ
ューリッ
チ
ろ
し
く

★釧路市内一円飲食店（参加店舗）
★釧路くじら協議会

味めぐり」

9月中旬（予定）

7日（土）～9日（月）

第42回全道シニア40サッカー大会
兼 第5回全国シニア
（40歳以上）サッカー大会北海道予選

第39回全道高等学校図書研究大会

第39回北海道高等学校弓道選抜大会北北海道大会
兼 第36回全国高等学校弓道選抜大会北北海道予選会

★阿寒湖アイヌシアター イコロ
★実行委員会

15日（土）～17日（月）

他

★釧路市生涯学習センター、市立釧路図書館
★北海道高等学校文化連盟

イオマンテの火まつり夏バージョン

第32回釧路湿原全国車いすマラソン大会

★釧路市民陸上競技場 他
★（公財）北海道サッカー協会

他

北海道高等学校文化連盟

1日（土）～8月31日（木）

15日（土）・16日（日）
（予定）

★釧路市阿寒町総合運動公園多目的広場
★（公財）北海道サッカー協会 他

★山花温泉リフレ屋外特設会場
★山花温泉リフレ

★阿寒湖
★ＮＰＯ阿寒観光協会まちづくり推進機構

8日（土）・9日（日）
（予定） 第53回北海道地区国立工業高等専門学校体育大会

第25回北海道女子ユース
（U-15）サッカー選手権大会
兼 第22回全日本ユース
（U-15）サッカー選手権大会北海道予選
道新旗第37回全道女子サッカー選手権大会
兼 第39回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会北海道予選

山花温泉リフレ 秋の収穫祭

30日（土）・10月1日（日）

10

★阿寒町自然休養村特設会場
★（株）阿寒町観光振興公社

24日（日）

阿寒湖まりも夏希灯

8日（土）

阿寒丹頂の里まつり

第36回赤十字水上安全法北海道競技大会

1日（土）～8月31日（木）

7日（金）～9日（日）

★阿寒本町市街地
★阿寒神社

24日（日）

トキメキとき祭り

2日（日）
（予定）

阿寒神社例大祭

★釧路市鳥取温水プール
★日本赤十字社北海道支部、日本赤十字社北海
道支部釧路市地区、北海道水上安全赤十字奉
仕団協議会

★釧路和商市場
★釧路和商協同組合

6月中旬（予定）

第9回全国釧路女相撲大会

第61回吟道大会&道東地区大会

28日（木）・29日（金）

平成29年度北海道高等学校体育大会
第68回北海道高等学校ソフトボール選手権大会
兼 第69回全日本高等学校女子ソフトボール選手権大会北海道予選会
兼 第52回全日本高等学校男子ソフトボール選手権大会北海道予選会

★開催場所・★主催者

★鳥取神社境内
★釧路女相撲実行委員会

★釧路市民文化会館小ホール
★東北海道岳風会所属釧路支部

17日（日）

★釧路フィッシャーマンズワーフMOO
★MOOウォーターフロント会

6月（予定）

16日（土）～18日（月）

★釧路市動物園
★釧路市動物園

MOOこどもまつり

17日（土）・18日（日）

9

★湿原の風アリーナ釧路 他
★全道フェスティバル実行委員会

3日（水）～5日（金）

4日（日）
（予定）

8

16日（土）～18日（月）

★釧網本線 釧路駅～塘路駅間
★ＪＲ北海道

5月（予定）

7

18日（月）
（予定）

くしろ湿原ノロッコ号運行

27日（土）・28日（日）

6

16日（土）・17日（日）

月

月

5

行事・催事名

14日（木）
（予定）

★阿寒湖
★釧路市・ＮＰＯ阿寒観光協会まちづくり推進機構

阿寒湖水開き2017

4月下旬～5月上旬（予定） 春の動物園まつり
4月～10月中旬（予定）

開催期間

★阿寒湖アイヌシアター イコロ
★実行委員会

21日（金）～6月30日（金） イオマンテの火まつり春バージョン
22日（土）・23日（日）

コンベンション
＆イベント情報

くしろ冬
まつり

※開催期間ついては、変更になる場合がございます。

湿原の風アリーナ釧路（釧路根室圏総合体育館） 0154-38-9800
釧路市民球場
0154-37-7711
釧路市民陸上競技場
0154-37-7722
市民テニスコート
0154-37-7655
日本製紙アイスアリーナ
0154-54-2345
春採アイスアリーナ
0154-46-5115
柳町スピードスケート場
0154-22-3876
柳町アイスホッケー場
0154-25-4592
国設阿寒湖畔スキー場
0154-67-2881
阿寒湖畔スケートリンク
0154-67-2162

※平成29年３月現在の情報です。
阿寒湖のフロストフラワー

（一社）釧路観光コンベンション協会
〒085-0017 釧路市幸町３丁目３番地
（国際交流センター内）
Tel.（0154）31‒1993 http://www.kushiro-lakeakan.com

