萌える天北オロロンルート
８月 ルートイベント＆ドライブ情報紙
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千望台 （留萌市）

遠別町

初山別村

日 時： ８月４日（土）～５日（日）
場 所： みさき台公園観光広場
主 催： 初山別村観光協会
お問い合わせ先： 初山別村観光協会
TEL:0164-67-2211

日 時： ８月４日（土）
場 所： 生涯学習センター
（マナピィ・２１）駐車場
主 催： 遠別商工会
お問い合わせ先： 遠別商工会
TEL:01632-7-2245
遠別町の夏を彩るイベントです。消費者還元ということで、美味しいものが
お手頃価格にて提供されるほか、子どもが楽しめる縁日やステージショー、
当たってうれしい景品のお楽しみ抽選会などが開催されます。夏の一夜を
野外パーティーで盛り上がりましょう。

ほろのべ名林公園まつり

幌延町

日 時： ８月１１日（土）～１２日（日）
場 所： 山村広場ほか
主 催： 幌延町観光協会
お問い合わせ先： 幌延町観光協会
TEL:01632-5-1116
幌延町HPより

今年も8月11日（土）・12日（日）の2日間開催します。ほろのべ名林公園まつ
りは、山村広場を中心に開催されるたくさんの観光客でにぎわう夏のメイン
イベントです。「ステージショー」や「仮装盆踊り」など、様々な催しが繰り広げ
られます。

第36回小平町産業まつり
日 時： ８月２６日（日）
場 所： 総合交流ターミナル施設
ゆったりかん裏多目的広場
主 催： 小平町産業まつり実行委員会
お問い合わせ先：
小平町産業まつり実行委員会
TEL:0164-56-2111

しょさんべつ岬まつり

「しょさんべつ岬まつり」は、みさき台公園観光広場
で行われます。1日目の前夜祭では、各種ゲームや
抽選会、花火大会を予定しており、2日目は名物タコ
リレーや留萌自衛隊音楽隊コンサート、歌謡ショー
などが行われます。

しょさんべつ星まつり
日 時： ８月１８日（土）
場 所： しょさんべつ天文台
主 催： 初山別村教育委員会
お問い合わせ先：
初山別村教育委員会
TEL:0164-67-2136

初山別村

初山別村HPより

今年も「しょさんべつ星まつり」が開催されます。天文台の無料開放!!（天
体観測し放題）、ペットボトルロケット製作などを予定しています。

るもいｆａｎは、留萌地域情報員による留萌地域情報受発
信のフリーペーパーです。留萌地域のネットワークを通じ
て収集した観光情報、イベント、旬の話題、人、食に関す
る情報を紹介しています。北は天塩町から、南は増毛町ま
で、留萌管内８市町村の地域ならではの魅力を全国へ、
そして世界へ向けて発信しています。

小平町

留萌地域情報サイト「るもいfan」 http://rumoifan.net/

小平町HPより

自然に親しみながら郷土の味を満喫できる「小平町産業まつり」。
野外バーベキューコーナーで、小平産黒毛和牛に舌つづみをうちながら、
ステージショーなどを楽しめます。また、小平町自慢の新鮮な農水産物
などが直売されて、小平の味覚を存分に堪能することが出来ます。

るもい管内ガイドブックは、るもい地域で過ごす時間を、
ゆっくり、じっくり、楽しむためのガイドブックです。
留萌に興味のある人も、留萌に住んでいる人も留萌に来
る人も、なにかのご縁で留萌で時間を過ごすことになった
人にとって、このガイドブックが、少しでもこの地域の魅力
に気づくきっかけになることを願っています。

このガイドブックがあれば、るもい
管内の観光情報はバッチリです。
留萌地域情報サイト「るもいｆａｎ」
で電子版を公開しています。

教えて下さい! 道路の異常!!

国道239号苫前町字霧立（延長約14.7km）につきましては、4月26日に発生した
地すべりのため全面通行止めとなっておりましたが、6月26日午前９時に全面通行
止めを解除しましたので、お知らせいたします。
● 降雨（当面連続雨量60mm）や現地の状況等により、全面通行止めを行なう場合があります。
● 引続き復旧工事を進めることから、資材搬入等のため一時的に通行規制を行なう場合があります。
極力通行に支障が生じないよう工夫してまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
※通行止めを行なう場合は、自治体や関連事業者へ通知するとともに、「留萌開発建設部」「北海道地区道路情報」等の
ホームページへ掲載するほか、道路情報板によりお知らせいたします。

（全国共通番号）
※通話は無料です
※携帯でもご利用になれます。

萌える天北オロロンルート内の「道の駅」と
「道の駅」周辺の見どころスポットをご紹介します。
（天塩町）

（遠別町）
道の駅「富士見」には、晴れた日には日本海と水平線上
に浮かぶ利尻富士の美しい姿を眺めながら、地元でとれ
た新鮮な農産品や魚介類を堪能できるレストラン「とんが
りかん」や地元の特産品を販売する「直売所」などがあり、
多くの人でにぎわっています。

天塩町の観光案内を始め、特産品を販売する売店、
天塩町特産のしじみが味わえるレストランがあります。
また、多目的トイレには赤ちゃん用のおむつ替えシート
とお子様用の小さな便器もあり、小さなお子様連れでも
安心してご利用できます。
■天塩川河川公園
北海道遺産である天塩川河口部の河川敷に、
メイン施設：ギャラリー、レストラン
1km余りに渡って整備された公園です。
道の駅からほど近く、開放感にあふれた広大な 休館日：・5月～10月 無休
芝生がとても素晴らしく、晴れた日の夕暮れに
・11月～4月 毎週日曜日
はオレンジ色に輝く空が一面を染め上げます。
・年末年始（12/31～1/5）
時間を忘れてゆっくり過ごせる、くつろぎのスポッ
電
話：01632-9-2155
トです。

■富士見ヶ丘公園
道の駅の裏手に広がる富士見ヶ丘公園は緑
豊かな一大レクリエーションゾーンです。広大
な公園にはパークゴルフ場やバーベキューハ
ウスなどアウトドアを楽しめる施設があり、鳥
獣保護区に指定されている公園周辺の森林
には、31種の鳥類などが生息しているとされ
ており、バードウォッチングや小動物の観察が
楽しめます。

道の駅「ほっと はぼろ」は国道２３２号、日本海オロロ
ンライン沿いに位置しており、温泉宿泊施設、バラ園、海
鳥センターなどが集積している複合施設です。メイン施設
のはぼろ温泉サンセットプラザは真っ白な豪華客船をイ
メージした天然温泉リゾートホテルです。

みさき台公園全体が道の駅として登録されています。
メイン施設は、岬センターの向かい側にあるレストハウス
ともしびで、道の駅機能のほか、軽食・喫茶、バーベキュー
地元特産のお土産品販売等のコーナーがあります。

■はぼろバラ園
道の駅に隣接するはぼろバラ園は、北方系
のバラを中心に世界のバラが約300種類、
およそ2,000株が植えられており、色とりどり
のバラを観賞することができます。
開花の最盛期は7月初旬から8月初旬で、
色鮮やかに彩られ、辺り一面が豊かな香りに
包まれます。

メイン施設：レストハウスともしび
休館日：毎週火曜日
年末年始（12/29～1/5）
電 話：0164-67-2525

（苫前町）
とままえ温泉「ふわっと」がメイン施設になっています。
地元の加工場で作られた水産加工品や珍味などを販売
する売店や、温泉には露天風呂やジャグジーバス、サウ
ナなどがあり、旅の疲れを癒してくれます。また、レストラ
ンでは新鮮な海の幸、山の幸を使った豊富なメニューを
楽しめます。
■とままえ温泉「ふわっと」
海岸の高台にあって、白いドーム屋根が連な
る近代的な建物はひときわ目を引きます。
施設内には温泉浴場だけでなく、宿泊や研修
のための施設、プール、レストランなど様々な
施設が整っており、露天風呂や足湯からは天
売島、焼尻島を眺望することができます。

（祝日等の理由により
変更することがあります）

電 話：01632-7-3939

（羽幌町）

（初山別村）

■みさき台公園
みさき台公園には温泉宿泊施設「岬センター・
岬の湯」やしょさんべつ天文台、パークゴルフ
場などが整備されており、日本海が一望できる
みさき台公園キャンプ場は多くのアウトドアファ
ンで賑わいます。豊岬海水浴場も近くにあり、
海水浴の後は温泉で汗を流し、夜は星空観察
という楽しみが詰まったキャンプ場です。

メイン施設：レストランとんがりかん
休館日：レストランとんがりかん
毎週火曜日 （4月～12月営業）

メイン施設：はぼろ温泉
サンセットプラザ
休館日：年中無休
電 話：0164-62-3800

（小平町）
道の駅「おびら鰊番屋」は、重要文化財「旧花田家番屋」
に隣接し、外観は番屋に合わせて古い木造の建築物風
になっています。特産品、土産物コーナーや、鰊料理が
味わえるレストランがあり、ドライバーや旅行者の休憩所
として、多くの方に利用していただいております。
■にしん文化歴史公園
国道を隔てた向かい側の海辺にある
「にしん文化歴史公園」は、小平町を訪
れた探検家、松浦武四郎の銅像が設置
されています。日本海に沈む夕陽を眺め
ながら、安らぎの一時をお過ごしください。

メイン施設：とままえ温泉ふわっと
休館日：年中無休
電 話：0164-64-2810

メイン施設：小平町観光物産館
休館日：・毎週月曜日
（6月第3月曜日から
8月第2月曜日までは無休）

・12月28日～1月15日
電 話：0164-57-1411
※「道の駅」の各施設の営業時間や休館日などはそれぞれ異なります。最新情報は各「道の駅」にてご確認ください。

留萌管内限定

萌える天北オロロンルート

天塩町
遠別町

夏になって日も長くなり、心地よい潮風を感じながら、海岸沿いの
道をドライブすると、とても爽快な気分になりますね。
萌える天北オロロンルートでは、そんなドライブの強い味方である
道の駅を対象にした地域限定スタンプラリーを開催しています。
留萌管内６ヶ所の道の駅にあるスタンプを押して応募すると、抽選
で留萌管内の特産品が当たります。オロロンルートを訪れた際に
は、是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

232
初山別村

実施期間 6月30日（土）～9月30日（日）
※萌える天北オロロンルート「道の駅スタンプラリー2012」の応募用紙は留萌管内の道の駅、るもいｆａｎ
ホームページ等で配布しています。 スタンプラリーの詳細は応募用紙をご覧下さい。
※お問い合わせ先： 地域情報受発信システム実行委員会編集局 TEL:0164-42-3871

羽幌町

焼尻島
天売島

239
苫前町

萌える天北オロロンルートは増毛町から幌延町まで、南北に長く連なる９つ
の市町村からなるエリアです。
この地域の海岸線は「日本海オロロンライン」として親しまれおり、海に迫る
丘陵、どこまでも伸びる道、草原に広がる巨大な風車群、洋上に沈む夕陽
など、北海道らしいスケールの大きな景観が続いています。
また、南北に長く日本海に面しているので、新鮮な海の幸や美味しい大地
の恵みを楽しむ事ができます。北の夏を楽しむ地域色あふれるイベントも
各地で開催されています。
爽やかな潮風に吹かれながら、夏のオロロンルートを巡って素敵な想い出
を作ってみませんか。
【編集・発行】

萌える天北オロロンルート

地域情報受発信システム実行委員会

232

小平町
留萌市

留萌開発建設部 道路計画課

ＴＥＬ：0164-42-4526

