
行　　　事　　　名 会　　　　場 主　　催

７・８日 ＴＨＥ祭 オアシスパーク ＩＺＡNAI北海道 ＩＺＡNAI北海道
090-8709-
7378

１４日 すながわジャリボリー ローレル ㈱ローレル ㈱ローレル 52-3756

２７日 第１８回ショッピングプラザAiAiビールパーティー JA新すながわ本所駐車場 ＪＡ新すながわ 新砂川農協本所 54-3181

２１日 第２３回石狩川下覧櫂 オアシスパーク 砂川下覧櫂 担当･櫻井 65-2251

２１～２２日
ゆうアート・トライアル事業
「北海道ミニチュアドールハウス展」

砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 交流ｾﾝﾀｰゆう 54-3111

２７日 第４８回市民防火のつどい 砂川市地域交流センターゆう
砂川地区広域消防
組合

砂川消防 54-2196

２８・２９日 砂川ライオンズクラブ杯　少年サッカー大会 石狩川河川敷ｻｯｶｰ場 同実行委員会 担当・徳田
090-2052-
1204

３日 第２４回ラブ・リバー砂川夏まつり オアシスパーク 夏祭り実施本部 商工労働観光課 54-2121

３日 第４８回砂川納涼花火大会 オアシスパーク 商工会議所 商工会議所 52-4294

５日 ホタル鑑賞会 子どもの国 レストハウス  砂川ホタル倶楽部2006 砂川商工会議所   52-4929

上旬 第５回カントリーロード祭 三谷果樹園
ｶﾝﾄﾘｰﾛｰﾄﾞ実行委
員会

内海
080-5585-
2338

１１～１５日 子どもの国夏まつり 北海道子どもの国
北海道子どもの国
協会

北海道子どもの国 53-2236

１６日 第６４回あさひサマーフェスティバル 東1南９ 朝日商店会 代表・住 52-2345

１８・１９日 中央商店街盆踊り（共栄商店会ほか） 砂川市買物駐車場
中央商店街盆踊り
実行委員会

担当・岩崎 52-3052

１９日 第１８回砂川手打ちそば祭り 流れのプラザ・巨大水車公園 手打ちそばの会 担当･成田 52-6813

１９日 JRヘルシーウォーキング 砂川市コース
JRヘルシーウォー
キング事務局

JRヘルシーウォーキ
ング事務局

011-219-
8641

２５～２７日 砂川市民まつり 市内中心街 露店受入協議会 商工会議所 52-4294

２５～２７日 砂川お祭り広場 中央市場駐車場 周辺商店会 周辺商店会 54-1937

２６日 緑粋みこし 市内中心街 緑粋 担当･沢田 52-3276

２７日 第４５回　砂川少年相撲大会（23日に変更） 砂川市地域交流センターゆう 砂川少年相撲連盟 会長・中平 52-3850

３１日 第２６回砂川はしご酒大会 加盟店 社交飲食協会 商工会議所 52-4294

８日 札幌ジャズアンビシャスＬＩＶＥ 砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 交流ｾﾝﾀｰゆう 54-3111

１４日予定 観光協会市民交流パーティー 砂川パークホテル 観光協会 観光協会 54-4995

１５～１７日 子どもの国秋まつり 北海道子どもの国
北海道子どもの国
協会

北海道子どもの国 53-2236

１６.１７日 なかそらち大収穫祭
砂川ハイウェイオアシ
ス館　屋外北側子ども
の国敷地内

砂川ハイウェイオア
シス管理・北海道
子どもの国協会

砂川ハイウェイオアシ
ス観光株式会社

53-2460

１６日 第２８回北海道中学生剣道錬成大会 総合体育館 砂川剣道連盟 担当　藤井
090-2057-
9771

２２日 第２４回魚と野菜の感謝の夕べ 地方卸売市場 市場仲買人組合 市場仲買人組合 54-2327

２９日 病院祭 砂川市病院 砂川市病院 経営企画課企画係 54-2131

３０日 北海道スイーツライドin北＆中そらち 砂川・滝川他
北・中空知ツーリズ
ム推進協議会

北・中空知ツーリズム
推進協議会事務局

011-299-
3217

未定 ＪＡ新すながわ農業祭 砂川市買物駐車場 ＪＡ新すながわ 新砂川農協本所 54-3181

８日 ゆうサンサン市場＆すながわスイートタイム 砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 交流ｾﾝﾀｰゆう 54-3111

１３・１４日
第５1回砂川市民文化祭（芸能部門・文芸展示部
門）

砂川市地域交流センターゆう 同実行委員会 公民館 52-2339

２０日 ジャリン子ハロウィーン 砂川市地域交流センターゆう
ｼﾞｬﾘﾝ子ﾊﾛｳｨｰﾝ実
行委員会

ｼﾞｬﾘﾝ子ﾊﾛｳｨｰﾝ実行
委員会

54-2121

２日 手作りマーケットinゆう 2018 砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 交流ｾﾝﾀｰゆう 54-3111

１４日 第６３回北海道義士祭 北泉岳寺・市内 北海道義士会 北泉岳寺 53-3513

１５日 砂川街頭もちつき
砂川市交流センターゆ
う・市内中心街

もちつき保存会 消防署内 54-2196

３０日 手打ちそば講座 砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 交流ｾﾝﾀｰゆう 54-3111

３日 ジャリンバ初詣 AiAi正面入口前 砂川ジャリンバ 代表・信太 52-3218

１４日 ニューイヤーコンサート２０１９ 砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 砂川市地域交流センターゆう 54-3111

２０日 新春！ゆう楽亭！キッズ落語成果発表会 砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 砂川市地域交流センターゆう 54-3111

２月 上旬 ウィンターフェスティバル 北海道子どもの国
北海道子どもの国・
ネイパル砂川

北海道子どもの国協
会

53-2246

３日 Kids Jazz Time 2019 砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 砂川市地域交流センターゆう 54-3111

１７日 こども人形劇フェスティバル2019 砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 砂川市地域交流センターゆう 54-3111

３０・３１日 第2回 キッズ落語全国大会 in 砂川 砂川市地域交流センターゆう NPO法人ゆう 砂川市地域交流センターゆう 54-3111

８月

７月

１０月

１月

３月

場合により開催日の変更等がありますのでご了承下さい。　砂川観光協会事務局
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