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おたる月間イベント情報９月号
★小樽アニメパーティー2017

アニメ
イベント

と き：9 月 2 日（土）、3 日（日） 10:00～17:00
ところ：ニュー三幸小樽本店（メイン会場、稲穂 1 丁目 3-6）、サンモール一番街商店街、都通り商店街、梁川商店街、花園銀
座商店街、堺町通り商店街、市立小樽文学館など市内中心部
内 容：アニメキャラのコスプレイヤーたちが小樽の街に繰り出し撮影会などを行います。アニソンステージやトークショー、
キャラプラ（色々なキャラクターのプラモデル）展示会などのさまざまなイベントが各会場で行われます。
【「聖樹のパン」トークショー】
・と

き：9 月 3 日（日） 13:00～14:00

・ところ：ニュー三幸小樽本店 ４階

※観覧には「小樽アニメパーティーパスポート」が必要となります（前売り 1,500 円、当日 1,800 円）

期間中、左記以外にもさまざま
なイベントが行われます。
詳しくは HP を御確認ください。

小樽の地が舞台の漫画「聖樹のパン」原作の山花典之先生、作画のたかはし慶行先生をお招きしてのトークショーや
ライブドローイングショーが開催されます。また、都通り商店街特設展示会場にてパネル展示等も行います。

問合せ先：小樽アニメパーティー実行委員会

★第 13 回おたる祝津花火大会
と

0134-27-6111、http://otaru-anime.com

花火
イベント

屋外イベント
イベント

き：9 月 2 日（土） 17:00～21:00（花火打ち上げは 19:00 から）※雨天の場合、翌日に延期
にしん

ところ：小樽市 鰊 御殿前浜からおたる水族館駐車場までの一帯（祝津 3 丁目）
内 容：歴史と漁業、観光のまち祝津の発展を願う花火大会。約 1,500 発の花火が打ち上げられる
みこしとぎょ

ほか、神輿渡御やオールディーズ演奏など催しも数多く行われます。
※当日は、混雑が予想されますので、公共交通機関を御利用ください。
問合せ先：おたる祝津花火大会事務局（茨木家中出張番屋） 0134-26-6160、080-4505-2424

★北運河ルネサンス 2017

屋外イベント
イベント

と き：9 月 2 日（土）、3 日（日） 13:00～21:00
ところ：運河公園（色内 3 丁目）、北運河周辺
内 容：多くの文化財の宝庫である北運河地区のストーリーを掘り下げた「小樽遺産ツアー」を開催します。また、メイン会場
である運河公園では飲食ブースを設けます。17 時以降は北運河にイルミネーションバルーンを点灯し、幻想的な空間
を演出します。
問合せ先：一般社団法人 小樽青年会議所 0134-22-2166

★第 31 回北の収穫祭ワインカーニバル in おたる

グルメ
イベント

屋外イベント
イベント

と き：9 月 10 日（日） 10:00～15:30（小雨決行、荒天中止）
ところ：北海道ワイン本社醸造所前 SL 広場（朝里川温泉 1 丁目）
内 容：ワイン、おたるワイナリービール等の「飲」とローストビーフや海の幸を主体とした「食」を堪能できる秋の収穫祭。
各種ステージショーやコルク抜き大会などもあり、家族で楽しめるイベントです。
※JR 小樽駅前、中央バスターミナルから無料送迎バスを運行予定。
問合せ先：ワインカーニバル in おたる実行委員会事務局（北海道ワイン㈱）

★第 9 回おたるスポーツフェスティバル

0134-34-2181

スポーツ
イベント

と き：9 月 10 日（日） 9:30（開場 8:30）～14:30
ところ：小樽市総合体育館（花園 5 丁目 2-2）
料 金：大学生以上 300 円（高校生以下無料）
内 容：小樽体育協会加盟団体や市民サークルによるスポーツの楽しさに触れてもらうためのイベントです。ダンスや空手の演
舞などの実演発表やスタンプラリー（中学生以下対象）、お楽しみ抽選会（大学生以上対象）などもあります。
問合せ先：おたるスポーツフェスティバル実行委員会事務局 0134-33-3710

★秋のみやこ市

屋外イベント
イベント

と き：9 月 15 日（金）～24 日（日）11:00～18:00
ところ：都通り商店街（稲穂 2 丁目）
内 容：小樽を題材とした写真展や現代美術作家による作品展、書道や切り紙、バルーンアートパフォーマンスなど、商店街が
アートでいっぱいになります。期間中はお買い物レシートで参加できる大抽選会も行います。
問合せ先：小樽都通り商店街 0134-32-6372

うまい

★秋の美味もん市

グルメ
イベント

と き：9 月 15 日（金）～24 日（日） 9:00～18:00
ところ：田中酒造 亀甲蔵（信香町 2-2）
内 容：後志地域の素晴らしい「食」の名産品・特産品の中から厳選された安全・安心、かつ美味いものを取り揃えたイベント。
9 月 15 日（金）～18 日（月・祝）、23 日（土・祝）、24 日（日）には、亀甲蔵 2 階ホールにて「美味もん大試食
会」を行います。
問合せ先：田中酒造 亀甲蔵 0134-21-2390

★おたる歴史紀行音楽きこう

音楽
イベント

と き：9 月 16 日（土）12:00～17:00、17 日（日）12:00～20:00
ところ：運河公園休憩棟（色内 3 丁目）
内 容：小樽の歴史的建造物がステージに！道内のアマチュアバンドによるオールディーズやロック、ポップスなどの演奏が入
場無料でお楽しみいただけます。9 月 16 日（土）は高校生バンド講習会、17 日（日）は高校生&社会人バンド競演イ
ベントが行われます。
問合せ先：浅草橋オールディーズナイト実行委員会 0134-23-3484、090-5225-1823

★第 15 回はしご酒

グルメ
イベント

と き：9 月 20 日（水）コース受付開始 18:00、大抽選会 20:45
ところ：サンモール一番街商店街特設ステージ（稲穂 1 丁目）
料 金：前売り券 3,000 円（税込）＊ミレット喫茶店（花園 3 丁目 1-2）で販売、当日券 3,500 円（税込）
内 容：花園飲食店街を飲み歩く夜のイベント。19:00 からスタートし、90 分以内に、指定された 5 軒を「はしご」
します。ゴール後には、豪華景品が当たる大抽選会も行われ、参加者全員に、素敵なプレゼントもあります。
問合せ先：はしご酒大会実行委員会 090-3395-6284（坂田）、080-4325-8143（加賀）

★秋の村まつり

屋外イベント
イベント

と き：9 月 23 日（土・祝）10:00～15:00
ところ：おたる自然の村（天狗山 1 丁目国有林野 4152 林班）
内 容：昔遊び（輪投げ、こま、けん玉など）を体験できるほか、フリーマーケットやパークゴルフ大会、お楽しみ抽選会
など様々なイベントが行われます。
※フリーマーケット出店及びパークゴルフ大会参加希望者は、電話にて 9 月 16 日（金）までに事前申込みが必要です。
問合せ先：おたる自然の村公社 0134-25-1701

★CAN ART Festival（キャン・アート・フェスティバル）

アート
イベント

と き：9 月 23 日（土・祝）～24 日（日） 9:00～17:00
ところ：運河プラザ 3 番庫（色内 2 丁目 1-20）
内 容：「身近なところから楽しく広げよう！あき容器捨てない町づくり！」をテーマに、空き缶や空きペットボトルを使った
オブジェの展示を行い、アートとして再利用された容器を通して環境保護を考えようというイベントです。
問合せ先：北海製罐株式会社 048-794-7101
◆市立小樽文学館(色内 1 丁目 9-5) 0134-32-2388
●企画展「石原慎太郎と裕次郎展 太陽の兄弟(ブラザーズ・オブ・ザ・サン)」
開催中～9 月 10 日（日）まで
小樽時代から作家デビュー期、そして原作者・脚本家・俳優として映像表現に深く関わった昭和 30
年代頃までの石原慎太郎とその弟・裕次郎について紹介します。
＊９月の休館日 4 日（月）、11 日（月）～29 日（金）
◆市立小樽美術館(色内 1 丁目 9-5) 0134-34-0035
●特別展「甦る炭鉱の記憶」 開催中～9 月 17 日（日）まで
日本の近代化に大きな役割を果たした炭鉱に生きた人々の労働や生活、文化を美術作品や手宮線に関
する資料によって紹介します。
＊９月の休館日 4 日（月）
、11 日（月）、19 日（火）
、20 日（水）、25 日（月）
、26 日（火）
◆小樽市総合博物館(手宮 1 丁目 3-6)

0134-33-2523

●企画展「百蛾繚乱(ひゃくがりょうらん)―完全公開!博物館の蛾類コレクション―」
開催中～11 月 5 日(日)まで
博物館所蔵の蛾類標本約 6,600 点を公開。蛾類の多様な世界と博物館の資料収集について紹介しま
す。
＊９月の休館日 5 日（火）、12 日（火）、19 日（火）、26 日（火）
◆小樽市総合博物館運河館(色内 2 丁目 1-20)

0134-22-1258、無休

●トピック展「榎本武揚―小樽に賭けたテクノクラート―」 開催中～9 月 21 日(木)まで
幕末から明治期に活躍した榎本武揚と小樽の町との関係性をひもときます。
【共通事項】
・9:30～17:00 ・入館料は、各館へお問い合わせください。

★その他の情報
●小樽ライトアップ散策ガイドツアー
7 月～9 月の毎週月、金曜日 18:00 から
旧国鉄手宮線旧色内駅(色内 1 丁目)集合。
予約不要、参加料無料。
ライトアップされた歴史的建造物を、ガ
イドの説明で巡る約 45 分のツアーで
す。
問合せ先：小樽観光ガイドクラブ
090-6694-6224
090-8591-1940
●まちなみ散策ガイドツアー
9 月 9 日(土)、23 日(土) 10:00 から
運河プラザ内サポートガイドコーナー
(色内 2 丁目 1-20)にて受付、予約不要。
「おたる案内人」有志による約 1 時間の
無料ガイドツアーです。
問合せ先：小樽観光協会
0134-33-2510
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