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もんべつ流氷まつり

期 間 ２月11日（木・祝）〜14日（日） ２月14日（日）
場 所 海洋公園ガリンコステーション横
紋別観光協会 ☎
（24）
3900番
流氷まつり本部 ☎
（24）
3443番

２月1日（月）
18:00〜

オープニングセレモニー
＆あいすらんど共和国開国記念パーティー

２月11日（木・祝）
10：00〜
10:00〜10:30
11:00〜11:30
13:00〜13:30
13:30〜14:00
14:30〜15:00
15:00〜15:30
16:15〜
17:00〜17：15

10:00〜
10:00〜16:00
10:00〜13:00
10:00〜10:30
10:30〜11:00
11:15〜11:45
12:00〜13:00
13:00〜13:30

巨大迷路タイムトライアル
番組体感ランドinもんべつ流氷まつり
第７回市民雪合戦
郷土芸能「もんべつ流氷太鼓」
ザ・どーもくんバンドショー
郷土芸能「沖揚げ音頭」
大漁祈願祭「流氷もちまき」
オホーツクホワイトステージ
ゲスト〜やしろ優
13:30〜14:00 ザ・どーもくんバンドショー
14:00〜14:15 紋別ＹＥＧちびっこお菓子まき
14:15〜14:30 紋別海上保安部イベント

第２３回ミニ氷像コンテスト一般審査
第５４回もんべつ流氷まつり開会式
上渚滑中学校「はばたき太鼓」
オホーツク氷早切り大会
厳寒そば早食い競争
氷柱ガマン抱きつき大会
氷上ビーチフラッグス
流氷野焼き点火
氷灯りの街もんべつオープニング

関連イベント
2/5、6、10、12、19、20
ロマンティックツアー（場所：紋別市内）
2/1〜29 市内イルミネーションパネル展
（場所：バスターミナル１階）
2/11、13、14 鮭の輪投げ ※景品無くなり次第終了
（場所：あいすらんど共和国）
2/21 雪中パークゴルフ大会
（場所：あいすらんど共和国）
2/28 雪中宝さがし
（場所：あいすらんど共和国）
2/28 あいすらんど共和国閉国式
（場所：あいすらんど共和国）

２月13日（土）
10:00〜16:00
10:00〜16:00
10：00〜10：30
10：30〜11：00
11:00〜11:30
11:30〜12:00
12:00〜13:00
15:00〜15:30
17:10〜17:30
18:00〜

史上初！紋太パズルだもんっ！〜ｉｎ流氷まつり
番組体感ランドinもんべつ流氷まつり
耐寒ラジオ体操
ザ・どーもくんバンドショー
紋別ＹＥＧかき氷早食い大会
景品付きジャンケンポン大会
バター作り体験＆ホットミルク配布
ザ・どーもくんバンドショー
みなとオアシス「もんべつ」点灯式
オホーツクまるかじりパーティー

期間中
10：00〜16：00
10：00〜16：00
10：00〜22：00
11：00〜16：00
11：00〜15：00

シャトルバス
ガリヤ号
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日 時
場

所

２月13日（土） 13時〜14時（小学生・中学生の部）
14時〜15時（女性の部）
２月14日（日） 14時30分〜16時30分（一般男性の部）
もんべつ流氷まつり会場特設コース

出走選手（女性の部、一般の部は５名、小学生・中学
生の部は、それぞれ３名）が切出し氷を流氷（そり）に見
立てて曳き、速さを競います！
記念すべき第１回目の開催です！ぜひご覧ください。

オホーツク味覚の市
流氷まつりハム交信
第23回ミニ氷像コンテスト
スノーモビルランド
男鹿のなまはげ

期

間

２月２９日（月）
まで

料

金

大人200円、
小人100円

バスターミナルとガリンコ号ターミナル
を結びます。土・日・祝日や流氷まつり期間
は、
便数を増やし皆様を送迎します。
詳細内容や運行ダイヤについては、
お
問い合わせください。
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特集
第31回

冬の紋別イベント情報！

北方圏国際シンポジウム『オホーツク海と流氷』
2月21日（日）
〜24日（水）

北方圏国際シンポジウムは今回で31回目を迎えます。21日（日）の開会式、
22日（月）からは身近な問題をテーマに「氷
海の民シンポジウム」、
公開講座「ふるさとの海」、
「ワークショップ油汚染」などオホーツク海の環境保全に関する様々
な講座が開催されます。そのほか、
開催期間中は道立流氷科学センターにおいて、
ホワイトコンサートや短歌展も開催さ
れますので、
ぜひご参加ください。
【特別講演】
朝日新聞記者 中山 由美さん
「極地の氷と生き物に魅せられて」

【特別講演】
空の探検家 武田 康男さん
「空の不思議を追って」

〈プロフィール〉
女性記者で初め
て南極観察隊に
同行して越冬。地
球環境を取材し
ています。

〈プロフィール〉
大学で地学や自然
環境を教え、
写真
や映像を用いた講
演を多数実施して
います。

内
【開会式・記念レセプション】
21日（日） 14:30〜17:00 開会式
特別講演
18:00〜19:30
【学術分科会】
22日（月）
9:00〜17：00
23日（火）
9:00〜17：00
24日（水）
9:00〜11：40

【子どもと親の流氷シンポジウム】
サイエンスショー講師 滝川洋二さん
「光と水・氷の不思議な世界」

容

〈プロフィール〉
理科教育カリキュ
ラムの研究者。TV
ドラマ「ガリレオ」
などの科学監修も
務めています。

場

※講師：朝日新聞記者
空の探検家

中山 由美さん
武田 康男さん

所

市民会館大ホール

記念レセプション（3,000円）

市民会館小ホール

学術分科会開会式、
基調講演、
特別講演、
研究発表
研究発表、
ポスター発表（コアタイム）
研究発表、
閉会式 （一般3,000円、
学生1,000円）

文化会館1階ホール
3階特別会議室
3階サークル室

【ワークショップ油汚染】
22日（月） 10:00〜12:00 （入場無料）

文化会館3階特別会議室

【市民公開講座】
22日（月） 13:30〜15:00
23日（火） 13:00〜15:00
22日（月） 13：30〜17：30
23日（火） 13：30〜14：30
24日（水） 14:00〜16:00

文化会館1階ホール
文化会館3階サークル室
市民会館2階会議室
文化会館1階ホール
文化会館1階ホール

氷海の民シンポジウム（入場無料）
オホーツク〜ふるさとの海（入場無料）
オホーツク･テロワールシンポジウム2016 in 紋別（入場無料）
オホーツク地域の暴風雪を考える（入場無料）
森から海の連環を考えるシンポジウム（入場無料）

【教育シンポジウム〜中学生の部〜】
24日（水）
9:30〜11:30 （入場無料）

市民会館大ホール

【教育シンポジウム〜社会教育施設の部〜】
24日（水） 13:00〜16:00 （入場無料）

文化会館3階特別会議室

【子どもと親の流氷シンポジウム】
24日（水） 13:10〜14:30 （入場無料）

市民会館大ホール

【フィールドスタディ】
２４日（水）〜２５日（木）（15,000円）

丸瀬布温泉 マウレ山荘

【協賛行事】
22日（月） 18：30〜20：20

ホワイトコンサート
（2,500円）

【その他行事】
4日（木）〜２8日（日）

開館25周年記念 紋別歌人会短歌展「オホーツク〜流氷を詠む」

道立オホーツク
流氷科学センター
北方圏国際シンポジウム実行委員会事務局 ☎
（26）
2810番
企画調整課
（市民協働・交流担当） ☎
（24）
2111内線337番
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