
番号 期 　　日 会　　場 主　　　管 内　　　　　　　　容 備　　　　　考

1
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
ひまわりの里

町
観光協会
NPOひまわり

日　数：３７日間
面　積：２３.１３ｈａ　本　数：１５０万本
見　頃：８月上旬

2 7/19(土)
観光センター
展望台

売店組合
観光協会

１３：００　－こも樽割り、こも樽サービス
１３：１５　－北竜太鼓・挨拶・テープカット・
　　　　　　　北竜中学校吹奏楽部演奏・餅まき

3
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
ひまわりの里 売店組合

９：００～１７：００  大人５００円、子ども３００円
団体７名以上大人４００円、子供２００円
ひまわりの里を約15分かけて周遊

4
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
芝生広場 観光協会

９：００～　大人用：４０台、子供用１０台
　　　　　　　　　　　料金　１時間　１００円 売上金538,600円

5
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
ひまわりの里
観光案内所

老人クラブ
ボランタリー協会

１０：００～１６：００　ひまわりの里観光案内所
　　　　　　　　　　　　各団体より２名づつ観光案内のほか、
                        ひまわり健康茶の試飲や協力金募金勧誘

6
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
ひまわりの里
観光案内所

観光協会

観光案内所と観光センター内の２カ所に設置
老人クラブ・ひまわりボランタリー協会に依頼
５００円以上の協力者に豪華景品抽選会。子供はクジ引き
１００円以上の協力者にはひまわりの種配布

協力金1,215,185円

7
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
世界のひまわり
コーナー

中学校ひまわり
委員会

世界のひまわり　３０種類
ひまわりガイド　７/３０～７／３１　１１：００～１５：００
ひまわり総合学習　　ホームページ作成
　　　　　　　　　　職業体験
　　　　　　　　　　世界のひまわり栽培

8
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
ひまわり迷路

ダチョウクラブ

竜トピア

ひまわり迷路 ７／１９～８／２４　９：００～１７：００
入場料一人３００円(団体１０人以上２００円)２.２６ｈａ

「ＬＥＴ　ＵＳ　ＢＥＧＩＮ」　８：００～１８：００
入場料一人３００円(団体４名以上２５０円・１０名以上２００円)
スタンプラリー付き
ひまわり迷路クイズあり
顔出し看板の設置

9
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
ノンノの森 竜トピア 休憩小屋３棟　９：００～１８：００

10
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
ひまわりの里 ダチョウクラブ 合鴨　６０羽　餌１００円

11
7/19(土) ～

　　　8/24(日)
観光センター 観光協会 ひまわり咲ちゃん、ノースドラゴンの無料ぬりえコーナーの設置

13 7/26(土) 観光センター 建設業協会 くじなどミニゲーム

14 右記の通り 観光センター 売店組合 フリスビー大会 ８／３、じゃんけん大会 ７／２６，８／９

15 8/2(土) 芝生広場 観光協会
１３：３０～１５：００
災害支援活動　国際平和活動展示１３：３０～１４：１５

16 8/2(土) ひまわりの里 交通安全協会
夏のレジャーによる交通事故防止の街頭啓発　11:00～11:30
チラシと粗品配布

17 8/2(土)
ひまわりの里
観光センター内

ＪＡ青年部
　　女性部
　　ﾌﾚｯｼｭﾐｽﾞ

１０：００　－自家野菜の販売
１２：３０　－餅つきの実演(観光ｾﾝﾀｰ)
１４：３０　－餅まき(芝生広場)　　ひまわりライスのPR

18
8/2(土) ～

　　　8/3(日)
芝生広場 竜トピア 「北竜丸」の展示

19 8/2(土)，8/5(火) 芝生広場
チームノース
ドラゴン

アクションショー　　8/2 11:00～　　8/5 17:45～

ひまわりの里 観光協会 歌謡ショー　出演者:山中綾菜･歌真呂

ビールパーティー

お楽しみ抽選会

花火大会 芝生広場 観光協会 ２０：１５～２０：３０

ＹＯＳＡＫＯＩ 芝生広場 竜トピア
北海道医療大学
第１回演舞　２０：００（抽選会終了後）
第２回演舞　２０：３０（花火終了後）

21 8/10(日)
ひまわりパーク
ゴルフ場

パークゴルフ協会
観光協会

８：３０～１２：００　　参加者１２３人
参加料1,000円（コース料含む）

22 8/10(日) 芝生広場 北竜太鼓 １１：００～１４：００

23
8/17(日)～

　　　8/22(金)
観光センター 池坊光明流清美会

池坊光明流清美会によるひまわり200本を使用した生け花展
9作品展示

24 8/14(木) ＪＡ選果場前
JAきたそらち青果部
北竜支所(各生産組合)

メロン・スイカ・ひまわりライス等の販売

25 8/24(日) ひまわりの里 体育協会

受付８：００、開会式９：３０、スタート１０：００
コース：ひまわりの里～岩村
種　目：３㎞・５㎞・１０㎞・２０km
参加：一般・高校生・親子ペア　　  参加者～480名
特別ゲスト　　赤羽　有紀子氏

26 8/22(金) 観光センター 商工会

１８：１５　－太鼓演奏
１８：３０　－子供盆踊り  全員に参加賞
１９：００　－仮装盆踊り　賞：個人賞、団体賞、
　　　　　　　　　　　　　　　　　参加賞(団体・個人)
１８：００　－ビール販売(商工青年部)軽食(商工女性部)

27
8/2（土）

～8/10（日）
観光センター 観光協会

竹内洋子氏によるひまわり絵画の展示

28 8/9（土） 芝生広場 観光協会
１０：００～芝生広場にてゆるキャラとのふれあいタイム
１３：００～親子とゆるキャラのスイカ割り対決！
ゆるキャラ６体出演

6/30(月)
7/1（火）
7/2（水）

ひまわりの里 観光協会

ひまわりの里草取り十字軍：全町呼びかけ　午前の部９：３０～
午後の部１３：３０～　延べ３４６名参加
老人クラブ、日赤奉仕団、売店組合、JA、改良区、商工会、NPO等

8月中旬～下旬

恵岱別川～和市街
和市街
和市街
温泉～碧水市街
碧水市街
ひまわりＩＣ
ひまわりＩＣ付近

農地水環境
商工女性部
役場職員
農地水環境
碧水振興会
建設業協会
農地水環境

0.5km　1.54ha
フラワーポット設置
街路樹　６３カ所
1.5km　3.01ha
フラワーポット設置

0.5km　1.48ha

7月下旬～
      8月中旬

全町 観光協会
ひまわり背高部門　高さ２４０cm
ひまわり大輪部門　直径４０cm
ひまわり茎太部門　周囲１５㎝

5月上旬～
8月中旬

札幌市 観光協会
ＮＨＫ札幌放送局、旭川放送局、ＨＢＣラジオ、ＳＴＶラジオ
ＴＶＨ、ＨＴＢ、ＨＢＣ、ＪＲ札幌駅他

10/4(土) ～
　　　10/5(日)

みのりっち北竜 ひまわりライス生産組合

ひまわりライス新米の試食、販売　野菜の特価販売
ジンギスカン、豚汁の無料提供　そば販売
ひまわり咲ちゃん、ノースドラゴン撮影、握手会

ダチョウ牧場・合鴨牧場

第２８回北竜町ひまわりまつり事業報告
イ　ベ　ン　ト　名

ひまわりの里の開園

ひまわりの里オープン式

遊覧車「ひまわり号」

ひまわり自転車貸出

ひまわり観光ガイド

いいひまわりを咲かせるための
協力金募金活動

世界のひまわりコーナー

ひまわり迷路

ノンノの森「休憩小屋」

20

ひまわりフラワーフェスタ歌謡ショー

無料ぬりえコーナー

ひまわり縁日

ミニゲーム

旭川陸上自衛隊第2音楽隊及び
旭川北鎮太鼓演奏会

第９回全道ひまわりパークゴルフ大会

街頭啓発

特産米まつり・友愛セール

竜山車「北竜丸」の展示

アグリファイター
ノースドラゴンヒーローショー

8/5(火)

観光センター 商工会青年部

ビール・ジュース飲み放題  前売り券２，０００円
(当日券２，２００円)
歌謡ショー終了後▼特賞(現金10万円)･1等･2等･3等･4等･5等･6等･
                  特別賞･ラッキー賞

そ
　
　
の
　
　
他

ひまわりサポーター事業

ヒマワリロード造成

ひまわりコンテスト

観光ＰＲ

新米まつり

HIROKOひまわり展

ゆるキャラフェスティバル

空知太鼓連盟創作太鼓演奏会ＩＮ北竜

ひまわり生け花展

メロンすいかまつり

第５０回北商ロードレース大会  

北竜盆踊り大会 


