８月のルートイベント ＆ドライブ情報紙
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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
８月３日（土）

遠別町

イベント会場
ほろのべ名林公園まつり

飲んで、食べて夏の一夜を屋外パーティーで盛り上がろう！
イベント情報
ＰＭ４：００スタート
飲食コーナーでは美味しいものが格安価格！
【郷土芸能・ジャグラーパフォーマンス・ステージショー・
お楽しみ抽選会・ちびっこ縁日・ビンゴ等々】

幌延町

天塩川港まつり

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：
TEL 01632-7-2245

天塩町
消費者還元商工夏まつり
遠別町
しょさんべつ岬まつり
しょさんべつ星まつり

しょさんべつ岬まつり

８月３日（土）～４（日）

初山別村

８月１０日（土）

焼尻島

苫前町
小平町

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：
TEL 0164-67-2211

しょさんべつ星まつり

羽幌町

小平町産業まつり

星も、グルメも、楽しみ大漁！ 村がまるごと岬で遊ぶ 子供、大人が楽しめるイベント満載！
イベント情報
１日目 ＰＭ６：００スタート ＰＭ８：１５～花火大会があるよ！
【太鼓演奏・子供じゃんけん大会・抽選会・花火大会】
２日目 ＡＭ１０：００スタート ＰＭ１１：１５～名物タコリレー
【出店・浜鍋・留萌自衛隊音楽隊コンサート・たこリレー・抽選会・
歌謡コンサート・もちまき】

天売島

初山別村

留萌市
増毛町－－－

初山別村

しょさんべつの美しい満天の星空を見に行こう
イベント情報
ＰＭ２：００～翌朝ＡＭ６：００
【ペットボトルロケット製作・天文台無料開放】

昼はペットボトルロケット製作、
夜中は天体観測し放題

８月１０日（土）～１１（日）

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:
TEL 0164-67-2136

ほろのべ名林公園まつり 幌延町

メインステージに原口あきまさ、Ｕ字工事、北陽、フルーティがやってくる！

祭

イベント情報
場 所： 山村広場ほか
１日目 ＰＭ２：００スタート ＰＭ７：００～メインステージ
【吹奏楽演奏・ティッシュつかみ・相撲大会（参加型）・抽選会・メインステージ】 主 催： 幌延町観光協会
２日目 ＡＭ１０：００スタート ＡＭ１０：００とＰＭ２：００にキャラクターショー お問い合わせ先：
TEL 01632-5-1116
【キャラクターショー・早食い大会（参加型）・バンドライブ・盆踊り大会】

８月１３日（火）～１５（木）

第３８回天塩川港まつり

天塩町

天塩町夏の最大イベント。夜空を彩る花火を見に来ませんか！
イベント情報
１日目と２日目 ＰＭ６：００～ＰＭ８：００ 【子供盆踊り】
３日目 ＡＭ１０：００～ＰＭ８：３０ ＰＭ８：００～花火大会
【祈願祭・吹奏楽演奏・ジャグリングパフォーマンス・ゆる
キャラ大集合・ものまね歌謡ショー・子供ミニゲーム大会・
現金つかみ取り抽選会・花火大会】

８月２５日（日）

場 所： 天塩川公園、ミレニアム公園
主 催： 天塩川港まつり実行委員会
お問い合わせ先： TEL 01632-5-1116

夏の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箇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。
※萌える天北オロロンルート「道の駅スタン
プラリー2013」の応募用紙は留萌管内の道
の駅、るもい食楽歩ＨＰ、留萌開発建設部
ＨＰにあります。
スタンプラリーの詳細は応募用紙をご覧下
さい。
こちらのサイトをご参照ください。
http//rumoifan.net/ororonstamp2013/

第３７回小平町産業まつり

小平町夏の最大イベント。歌謡ショーに演歌歌手ジェロがやってくる！
イベント情報
ＡＭ１０：００～ＰＭ２：００ ＢＢＱで黒毛和牛を味わおう！
【ＢＢＱパーティー・歌謡ショー・郷土芸能発表会・大抽選
会・似顔絵コーナー・ジャグリングパフォーマンス・米すくい
どり・豊穣もちまき等々】

実施期間 6月29日（土）～10月20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：
TEL 0164-56-2111

小平町

教えてください道路の異常!!
道路緊急
ダイヤル

♯９９１０
２４時間受付

（全国共通）
※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の市町村
特産品をご紹介します。

増毛町

特産品

暑寒別岳の麓に広がる果樹園で種類豊
富な果物が生産されているほか、豊富な
海産物とそれらを利用した加工品も数多
くあります。また、地酒「国稀」は北海道を
代表する日本酒です。
サクランボ・リンゴ・ブドウ・ナシ・プルーン・
甘エビ・タコ・ウニ・アワビ・スモークサーモン・
糠ニシン・タコの柔らか煮・数の子・
地酒「国稀」

特産品

日本海の影響を受け、夏温暖な気
候を活かした農業が盛んに行われ
ています。また、日本海で獲れる
魚介類や水産加工品の種類も豊
富です。
メロン・スイートコーン・ミニトマト・カボチャ・
ホタテ・エビ・タコ・カレイ・イカ・玉冷ホタテ・
酢だこ・塩数の子・糠にしん・鮭チップ

特産品

日本最北の米どころ。特産品「純米酒
北吹雪」は、もち米１００％純米酒です。
また、前浜で獲れる海産物が豊富な遠
別では、全国から応募が集まる「ひらめ
底建網オーナーin遠別」というユニーク
な取り組みも行っています。
はくちょうもち米・メロン・カボチャ・アスパラ
ガス・スウィートコーン・ヒラメ・タコ・ホタテ・
サケ・タコ加工品・純米酒北吹雪

飲食店情報をご参照ください。
遠別町役場ＨＰ
http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/
お問い合わせ先：遠別町商工水産係
ＴＥＬ01632-7-2111(代表)

数の子製品・糠ニシン・燻製・
留萌黄金トマトジュース

羽幌町

特産品

天塩町
特産品

タコをはじめとする海産物はもちろん、
寒暖差の大きさで味がよくなるメロンな
どの農産物、さらには町ぐるみで飼養・
管理している黒毛和牛など、バラエ
ティに富んだ食材に恵まれています。

特産品

タコ・メロン・グリーンアスパラ・黒毛和牛

飲食店情報をご参照ください。
小平町役場ＨＰ
http://www.town.obira.hokkaido.jp/
お問い合わせ先：小平町役場
ＴＥＬ 0164-56-2111(代表)

日本一の水揚げ量を誇る「甘エビ」
や夏の味覚「ウニ」といった海産物、
「焼尻めん羊」、留萌管内で最も生
産量が多いグリーンアスパラガス
など羽幌町の特産品は多彩です。
甘エビ・タコ・ウニ・焼尻めん羊・グリーン
アスパラガス・糠にしん・オロロン米・あっ
ちゃんみそ

初山別村

特産品

飲食店情報をご参照ください。
羽幌町観光協会ＨＰ
http://www.haboro.tv/
お問い合わせ先：羽幌町観光協会
ＴＥＬ0164-62-6666

飲食店情報をご参照ください。
苫前町役場ＨＰ
http://www.town.tomamae.lg.jp/
お問い合わせ先：苫前町企画振興課商工観光係
ＴＥＬ 0164-64-2212

遠別町

特産品

飲食店情報をご参照ください。
ＮＰＯ法人留萌観光協会ＨＰ
http://rumoi-rasisa.jp/
お問い合わせ先：観光案内所
ＴＥＬ 0164-43-4333

飲食店情報をご参照ください。
増毛町役場ＨＰ
http://www.town.mashike.hokkaido.jp/
お問い合わせ先：増毛町経済課観光推進室
ＴＥＬ 0164-53-3332

苫前町

留萌を代表する特産品は数の子です。年
間に生産する量は約3000トン以上で、全
国の50%以上の生産量を誇ります。また、
市内の飲食店やお寿司屋さんでは、新鮮
な魚介類を使った料理が食べられます。

村直営の試験圃場で栽培しているハス
カップを使用した製品や、地元産のもち
米を使った「星の雫・茜の雫（のんでみ
りん）」、地元で水揚げされた天然真ふ
ぐを使った「天然ふぐだし」など特色のあ
る特産品が多いです。
ハスカップ製品・糠ほっけ・糠にしん・星の雫・
茜の雫（のんでみりん）・天然ふぐだし・初山別
アイス

飲食店情報をご参照ください。
初山別村役場ＨＰ
http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/
お問い合わせ先：初山別村
ＴＥＬ0164-67-2211(代表)

天塩を代表する特産品といえば、
上品な風味と大粒で濃厚な味の
「しじみ」が有名。町内では「しじみ
ラーメン」が食べられます。
天然名産しじみ・秋鮭・チーズキムチ・
タコキムチ丼・ほっきカレー・
マスカットサイダー・chuchuプリン

飲食店情報をご参照ください。
天塩町役場ＨＰ
http://www.teshiotown.hokkaido.jp/
お問い合わせ先：天塩町企画商工課観光係
ＴＥＬ01632-2-1001(代表)

幌延町
特産品

幌延町は、牛乳生産戸あたり約４
５０トン以上の大規模酪農地帯で
す。幌延の牛から取れた牛乳を製
品にする雪印の工場もあります。
北海道バター（幌延バター）・ナチュラル
チーズ・合鴨（ロールスライス、しゃぶしゃぶ、
ハム）・トナカイ（ソーセージ、缶詰め）

飲食店情報をご参照ください。
幌延町役場ＨＰ
http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/
お問い合わせ先：幌延町経済課
ＴＥＬ01632-5-1116

く

ら ぶ

るもい食楽歩
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

パブリックメディア型観光情報誌

留萌地域の観光情報はもちろん、旬の話題や、地元ならでは
の情報を、食、観光、人をテーマに、そこに住む人々のネット
ワークで収集し、地元の魅力を、全国へ、世界へ、そしてもち
ろん自分たちにも向けて発信していきます。
オロロンルート各「道の駅」に「るもい食楽歩」があり
ますので、是非ご覧ください。また、こちらのサイトを
ご参照ください。

留萌地域情報発信サイト
http://rumoiclub.net
留萌開発建設部 道路計画課

ＴＥＬ：0164-42-4526

