
名前 電話番号

函館新聞社
函館港花火大会

7月 緑の島（打上げ場所） ㈱函館新聞社 0138-43-2121

はこだてマリンフェスティ
バル

7月中旬
函館市国際水産・
海洋総合研究センター

函館国際水産・
海洋都市推進機構

0138-21-4700

HAKODATE黒船 7月中旬 緑の島
函館黒船地域活性化
協議会

函館ペリーボート競漕 7月下旬 若松地区 同実行委員会

函館港まつり 8月1日～5日 若松地区ほか
同実行委員会
(一社)函館国際観光
コンベンション協会

0138-27-3535

はこだてクリスマスファン
タジー

12月1日～12月25
日

赤レンガ倉庫群前
同実行委員会
(一社)函館国際観光
コンベンション協会

0138-27-3535

はこだて冬フェスティバル 12～2月
元町・ベイエリア
緑の島（花火打ち上げ場所）

同実行委員会
(一社)函館国際観光
コンベンション協会

0138-27-3535

第70回江差かもめ島まつり 7月上旬 かもめ島
江差観光コンベン
ション協会

0139-52-4815

第43回北前船競争大会 7月上旬 かもめ島
江差観光コンベン
ション協会

0139-52-4815

姥神大神宮渡御祭 8月9日～11日 姥神大神宮他
姥神大神宮祭典協賛
実行委員会

0139-52-4815

第59回江差追分全国大会 9月下旬 江差町文化会館
江差追分会
追分観光課 江差追分
係

0139-52-5555

第42回江差町産業まつり 9月下旬
えさし海の駅開陽丸・
江差港マリーナ

同実行委員会 0139-52-6717

第11回江差北前のひな語り
（予定）

令和6年2月～4月
（予定）

江差町いにしえ街道歴まち地
区

同実行委員会 0139-52-0531

第24回冬江差“美味百彩”
なべまつり

令和6年2月上旬
（予定）

江差町文化会館
江差観光コンベン
ション協会

0139-52-4815

マリンピング 4月～10月 かもめ島
北海道江差観光みら
い機構

0139-56-1144

日帰り海洋体験 4月～10月 かもめ島
北海道江差観光みら
い機構

0139-56-1144

桜の植樹 5月16日（火） 入江親水緑地 みなとオアシス室蘭 0143-22-3192

クルーザーボート体験ク
ルーズ

7月16日（日）、
7月30日（日）

エンルムマリーナ室蘭
エンルムマリーナ室
蘭

0143-27-4188

みなとパネル展 7月予定 白鳥大橋記念館
室蘭開発建設部室蘭
港湾事務所

0143-27-2101

室蘭港みなと見学会 7月予定 受付：エンルムマリーナ室蘭
室蘭開発建設部室蘭
港湾事務所

0143-27-2101

めだかの学校「海の日コン
サート」

7月17日（月） エンルムマリーナ室蘭 めだかの学校

アンサンブル・ヌーヴォー
室蘭公演～エンルムマリー
ナから世界旅行～

7月19日（水） エンルムマリーナ室蘭
アンサンブル・ヌー
ヴォー実行委員会

第77回むろらん港まつり
7月28日（金）
～30日（日）

フェリー埠頭第1バース
同実行委員会
/(一社)室蘭観光協会

0143-23-0102

エンルムカップヨットレー
ス

8月予定
函館港→津軽海峡→恵山灯台
大黒島沖→増市沖→大黒島沖

同実行委員会 0143-27-4188

キッチンカーマルシェ室蘭
（仮）

9月9日（土）
～10日（日）

フェリーターミナル駐車場 登別室蘭青年会議所

室蘭市長杯地球岬ヨット
レース

9月予定 スタート・ゴール：大黒島沖 同実行委員会 0143-27-4188

むろらん港鉄人舟漕ぎ大会 9月予定 未定 同実行委員会 0143-23-0102

FEELD GOOD SECOND
MURORAN　CAMP

10月8日（土）、9
日（日）

祝津４丁目特設会場 同実行委員会

問い合わせ先
場所期日オアシス名 イベント名

令和５年度北海道みなとオアシスエリアで開催されるイベント情報

みなとオアシス函館

みなとオアシス江差

みなとオアシス室蘭



花いっぱい活動 7月 キラキラ公園
みなとオアシス苫小
牧運営協議会

0144-34-5905

大好き！苫小牧港フォトコ
ンテスト

7～8月
苫小牧西港フェリーターミナ
ル

苫小牧港開発㈱ 0144-33-1186

みなとフェスティバル 8月 キラキラ公園 同実行委員会

みなと写生会及び作品展 7～8月
キラキラ公園、
苫小牧西港フェリーターミナ
ル

みなとオアシス苫小
牧運営協議会

0144-34-5905

みなとウォーク 8～9月 西港区
みなとオアシス苫小
牧運営協議会

0144-34-5905

苫小牧漁港ホッキまつり 10月 漁港区 同実行委員会

苫小牧みなとのイルミネー
ション

12月～令和5年2月
苫小牧西港フェリーターミナ
ル

苫小牧港開発㈱ 0144-33-1186

海釣り施設(一本防波堤)
4～10月までの土、
日、祝日

苫小牧港東港区内防波堤
（A）（通称：一本防波堤）
※中間部500ｍの立ち入り禁
止フェンスから先端部まで
(約500m)の東側を釣り場と
して開放。西側の胸壁からの
釣りは禁止。

一般社団法人苫小牧
港釣り文化振興協会

管理棟：電話番号
080-1106-0530
（開放時のみ）、
011-741-7712
（平日午前9時～午
後5時、株式会社ア
イビック内）

くしろ霧フェスティバル 7月21日～23日 幸町緑地野外ステージ 同実行委員会 0154-24-3400

くしろ港まつり 8月4日～6日 釧路港東港区・北大通他
くしろ港まつり会
（釧路市港湾空港
課）

0154-53-3371

釧路港舟漕ぎ大会 8月5日 釧路港東港区釧路川 同実行委員会 0154-42-5380

釧路大漁どんぱく 10月13日～15日 観光国際交流センター他 同連絡協議会 0154-31-1993

くしろ冬まつり 2月3日、4日 観光国際交流センター前庭 くしろ冬まつり会 0154-47-0808

もんべつ港まつり 7月下旬 旧紋別駅前通り 紋別観光振興公社 0158-24-3900

ガリンコ号Ⅱ花火クルーズ 7月下旬 海上（海洋交流館発）
オホーツク・ガリン
コタワー（株）

0158-24-8000

遊びたガリヤフェスティバ
ル

8月上旬 紋別市海洋公園
遊びたガリヤフェス
ティバル実行委員会

0158-24-2828

もんべつ海産まつり 12月上旬 紋別市海洋公園
紋別市水産加工開発
協会

0158-24-
2111(内線241)

もんべつ流氷まつり 2月(予定) 紋別市海洋公園 紋別観光協会 0158-24-3900

ウォーターフロントフェス
ティバル

8月上旬～下旬 紋別市海洋公園
みなとオアシスもん
べつ運営協議会

0158-24-2828

冬のガリヤ地区を彩るイル
ミネーション点灯式

2月上旬 紋別市海洋公園
みなとオアシスもん
べつ運営協議会

0158-24-2828

第11回「春カニ合戦ｉｎ網
走」

5月 道の駅「流氷街道網走」 網走市観光協会 0152-44-5849

第75回あばしりオホーツク
夏まつり

7月 道の駅「流氷街道網走」ほか
同実行委員会(網走商
工会議所)

0152-43-3031

第15回あばしり道の駅夕市
まつり

7月 道の駅「流氷街道網走」 網走市観光協会 0152-44-5849

ぽぽ２６０（親水防波堤）
ライトアップ

7月～8月予定
網走港親水防波堤【ぽぽ
260】

網走市役所港湾課
網走港湾事務所

0152-44-6111
0152-44-5251

みなとオアシス苫小牧

釧路みなとオアシス

みなとオアシスもんべつ

みなとオアシス網走



「かずのこのマチ留萌」
フェスタ

5月5日 道の駅るもい
留萌市ふるさと納税
課

0164-56-5001

うまいよ！るもい市 6月～9月 留萌地方卸売市場
同実行委員会/留萌観
光協会

0164-43-6817

「みなとオアシスるもい」
留萌港みなと見学会

6月～9月 留萌港内 留萌市経済港湾課 0164-42-1840

「みなとオアシスるもい」
パネル展

7月中旬 道の駅るもい 留萌市経済港湾課 0164-42-1840

「みなとオアシスるもい」
留萌港清掃事業

7月中旬 留萌港 留萌市経済港湾課 0164-42-1840

るもい呑涛まつり 7月下旬
るしんふれ愛パーク
（船場公園）特設会場　他

同実行委員会/留萌市
経済港湾課

0164-42-1840

うに獲り体験 8月上旬 黄金岬 留萌市経済港湾課 0164-42-1840

海事関係功労者の表彰 7月中旬 海のふるさと館 留萌市経済港湾課 0164-42-1840

汽笛の一斉吹鳴 7月17日（月・祝） 留萌港内 留萌市経済港湾課 0164-42-1840

港湾清掃 7月中 留萌港周辺 留萌市経済港湾課 0164-42-1840

記念品贈呈 7月中旬～下旬 留萌港内 留萌市経済港湾課 0164-42-1840

WAKKANAIみなとコンサー
ト

7月17日 稚内港北防波堤ドーム
稚内のみなとを考え
る女性ネットワーク

稚内港で活躍する船舶大集
合

7月中旬 北ふ頭
稚内市／稚内市建設
産業部物流港湾課

0162-23-6483

海の駅まつり 7月中旬 稚内副港市場
㈱副港開発・稚内市
／㈱副港開発

0162-29-0829

稚内みなと南極まつり 8月6日、7日 中央アーケード街ほか
同実行委員会／稚内
市役所
稚内商工会議所

0162-23-6161
0162-23-4400

稚内副港ボートレース 8月7日
稚内第一副港(稚内副港市場
～稚内丸善前)

同実行委員会／稚内
地元愛育成協議会事
務局

0162-33-4760

かまくらで遊ぼう 2月上旬 稚内港北防波堤ドーム公園
稚内のみなとを考え
る女性ネットワーク

わっかない氷雪の広場 2月上旬 稚内港北防波堤ドーム公園 同実行委員会

みなとビアガーデン 7月16日 鴛泊港
鴛泊港活性化推進協
議会（役場産業振興
課内）

0163-82-1350

北海島まつり
（鬼脇会場）

7月30日 鴛泊港鬼脇港区
同実行委員会(役場鬼
脇支所内)

0163-83-1001

北海島まつり
（鴛泊会場）

8月3日 鴛泊港
同実行委員会（役場
産業振興課内）

0163-82-1114

利尻島一周ふれあいサイク
リング

8月27日 鴛泊港（スタート地点）
同実行委員会（役場
総務課内）

0163-82-1112

利尻浮島まつり ８月上旬 沓形・仙法志
同実行委員会(役場産
業課内)

0163-84-2345

利尻みなとフェスinくつが
た

７月上旬 沓形港
利尻町活性化協議会
(利尻町商工会)

0163-84-2210

オータムフェスト2023 ９月上旬 沓形港
スタートアップ実行
委員会（利尻町商工
会）

0163-84-2210

飲むべや喰うべやフェス
ティバル

８月下旬 沓形地区
同実行委員会(利尻町
商工会)

0163-84-2210

厳島神社祭 7月14日～16日 香深地区 祭典実行委員会

うめーべやフェスティバル 7月中旬 香深特設会場 礼文町産地協議会

礼文ふるさと祭り
(海峡まつり)

8月10日 香深地区
礼文ふるさと祭り実
行委員会

みなとオアシスるもい

みなとオアシスわっかない

みなとオアシスりしりとう・
おしどまり

みなとオアシスりしりとう・
くつがた

みなとオアシスれぶん


