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冬の暮らしを楽しくする
イベント

名寄には冬の暮らしに関する
条例があります
しばれる朝、きらきら輝く樹氷、厳寒に姿を現すサンピラー。
本市には、｢厳しい｣イメージのある雪の多さと寒さを生かし｢楽し
み」に変えるという発想をまちづくりに生かそうと、｢名寄の冬を楽
しく暮らす条例｣という北国ならではのユニークな条例があります｡
この条例は平成元年(1989年)旧名寄市のときに制定されたもので､
旧風連町と合併した今でもこの条例を引き継いでいます。
この条例に基づき、本市では冬を楽しくすごせるよう、さまざま
なイベントや取り組みが行われています。今回は、どんなイベント
があるのか紹介していきます。
※｢名寄の冬を楽しく暮らす条例｣はこんな内容です。
①市の責務
冬の生活やイベント、文化など冬の活動を普及・振興する
②市民の役割
冬を楽しみ、積極的に快適な冬の生活や環境づくりに取り組む
③利雪親雪推進市民委員会
利雪親雪活動を推進するため市民の代表として設置
④推賞
模範となる利雪親雪活動を行う個人･団体に「名寄市ホワイトマ
スター」の称を贈る

(土)
17

イベント以外の
冬の取り組み
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ホ ワイトマスター

名｢寄の冬を楽しく暮らす条例 に｣
基づき、利雪親雪に深く関わり、市
民の模範となる冬の活動を行う個人
や団体に対して、名｢寄市ホワイトマ
スター」の称号を贈り、推賞してい
ます。
ホワイトマスターの受賞者は、毎
年、市民からの情報提供をもとに、
利雪親雪推進市民委員会が審議した
後、本市へ答申を行い決定していま
す。
平成 年度は、会の創立から 年
にわたり、雪質日本一フェスティバ
ルで雪上グラウンドゴルフ大会を開
催するなどの実績から「名寄グラウ
ンド・ゴルフ協会」の受賞が決定し
時から北国博
ており、２月 日
物館で授賞式を行います。
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広報なよろ平成３１年２月号

２

南広場

2
◆名寄で一番歴史のある冬イベント
昭和27年(1952年)に旧名寄市で全道スキー選手権
大会が開催されたときに、大会参加者を迎えるた

食・芸術・遊
多彩なイベント勢ぞろい！

9 11

土

月

め、主要道路に雪像を作ったことが後の雪質日本
一フェスティバルとなる｢雪まつり｣の始まりでし
た。また、この取り組みをきっかけに、雪を生か
した取り組みが動き始めたことから、本市におけ
る利雪親雪の原点ともいえます。毎年、多彩なプ
ログラムが用意され､会場を盛り上げています｡
◆内

容

◇９日(土) 11:00～18:00
開会式､雪上ゴルフ大会､雪像彫刻大会表彰式、
よさこい演舞、犬ぞり体験など
◇10日(日) 10:00～19:00
大抽選会、お笑いステージ、もちつき、もちま
き、ＨＯＫＡＨＯＫＡ広場など
◇11日(月) 10:00～16:30
耐寒ラジオ体操、雪上サッカー大会、第３回全
日本雪上５色綱引き大会など
[全日]
ご当地グルメコーナー、巨大滑り台、スノーモ

◆注目イベント

ービル試乗

第19回なよろ国際雪像彫刻大会ジャパンカップ
彫刻のプロが作り出す、雪の芸術。
インドネシア､ロシアなど国内外11チームが競い合います！
◇競技開始
２月６日(水) ８:00
◇ライトアップ
２月８日(金)～11日(月) 17:00頃から
◆問い合わせ
なよろ雪質日本一フェスティバル実行委員会
01654⑨6711

(土)
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11

(月)

(月)

※ご希望の方に差し上げますのでご
連絡ください。
企画課企画調整係(名寄庁舎３階)
01654③2111(内線3311)

Ｎａｙｏｒｏ Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ ２０１９．２
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31

(日)

冬 カレンダーの発行

(水)

毎年 月に、広報なよろと合わせ
て市民の皆さまへ名寄の冬の写真が
掲載されたＡ５判のカレンダーを発
行しています。
掲載されている写真は、利雪親雪
推進市民委員会で写真を選考してお
り、道内外に限らず国外の方にも配
布し、本市のＰＲ活動の１つとして
も活躍しています。
なお、３月 日 まで２０２０年
カレンダーの写真や絵を募集してい
ます。詳しくは名寄市ホームページ
をご覧ください。

16

冬 カレンダー応募写真展

・ピヤシリスキー場ログパノラマ
３月中旬まで 予(定 )
・イオン名寄ショッピングセンター
２月 日 ～ 日
・市民文化センター
２月 日 ～３月 日

そのほかの取り組みについては名
※
寄市ホームページで「利雪親雪ま
ちづくり と｣検索してください。
３

27

◆内

ギネス世界記録に認定！
270個のドラムで作る巨大な火文字

容

◇点火
18:00 点火開始
18:25 火文字完成予定
◇見る集い
西條名寄店屋上(西４南８)
17:00
太陽の丘
(点火場所)
◇スノーランタン
名寄東小学校校庭
2
17:30 点火開始
◇花火打ち上げ
9
①完成後／②19:10
土

仲町
特設会場

もちまき、長靴とばし選手権
などで盛り上がる風連地区の
冬イベント

◆住民だけでなく近隣の方も楽しめる

(消防署風連出
張所向かい)

2

まちの活性化のために始まり、これま
で雪像コンクールや人間カーリングな

16 17
土

ど面白いイベントを行ってきています｡

日

第29回から始まった「全日本長靴とば
し選手権大会」では、賞金を狙って市
内外から毎年多くの参加者が集まり、
にぎわっています。
◆内

容

◇16日(土) 17:00～19:30
歌謡ショー、大抽選会、花火など
◇17日(日) 10:00～15:00
スノーモービル試乗､巨大すべり台、
ちびっ子宝さがし､歌謡ショー､もち
まき、売店など
◆問い合わせ

◆注目イベント

全日本長靴飛ばし選手権
ステージから遠くに長靴を飛ばす競技
◇と

き

２月17日(日) 13:20頃

◇部

門

①大人の部(男性・女性)…優勝30,000円(商品券)ほか
②子どもの部(小学低学年・小学高学年)

風連まちづくり観光

…優勝5,000円(商品券)ほか

01655③2960

◇申し込み

(土)

天(塩川だより

(日)

近隣市町村の冬イベント

29

士別市

しべつ雪まつり

22

(日)

◆と き ２月２日 ～３日
◆ところ 士別市中央公園周辺特設
会場 士(別市東２条４丁目 )
◆問い合わせ しべつ雪まつり実行
委員会（士別観光協会）
０１６５ - ２-２２５

17

32

和寒町

わっさむ
極寒フェスティバル

(土)

◆と き ２月３日
◆ところ ふれあいのもり（研修館
楡｢ 向｣かい )
◆問い合わせ わっさむ極寒フェス
ティバル実行委員会（和寒町観光
協会 )
０１６５ - ２-３４１

16

天使の囁き記念日イベント

◆と き ２月 日
時～ 時
◆ところ 母子里クリスタルパーク
幌(加内町母子里 )
◆問い合わせ 天使の囁き実行委員
会事務局
０１６５ - ３-３６６

35

幌 加
内 町

当日11:00から受付開始(各先着50人まで)

)

広報なよろ平成３１年２月号

４

ピヤシリ
スキー場

◆内

３

容

◆内

◇ピヤシリスキー場無料開放
２
と き 9:00～16:00
土
(9:00～15:00に無料券を配布)
対 象 名寄市民(市民と分かる証明が必要)
◇スキー、スノーボードのレンタル料半額
◇豚汁の無料提供(500食程度)
◇スキー、スノーボードの無料講習会
・スキー無料講習会 10:00～12:00
初心者講習コース、初級者講習コース
・スノーボード無料講習会 10:00～12:00
初心者講習コース、初級者講習コース
定 員 各20人
参加費 無料
申し込み・問い合わせ
なよろ温泉サンピラー
01654②2131

容

10:00

開会式

10:15

大回転競技開始

風連
スキー場

(スキー・スノーボード)
大回転終了後宝探し
◆参加費

500円

２

(西風連)

24

日

◆スキー場無料開放
◆申し込み・問い合わせ
風連生涯学習担当
01655③2620

未来のオリンピック
選手を応援しよう！
なよろ健康
の森・ピヤシ
リシャンツェ

各大会を勝ち抜いた全国トップクラスの小中学生・高校生の選手が参加します。
地元選手も出場予定です！

３
15 18

将来のオリンピック選手を間近で観戦しませんか。
◆内

容

◇15日(金)

９:30 小学生クロスカントリークラシカル

◇16日(土)

９:30 小学生クロスカントリーフリー／スペシャルジャンプ

◇17日(日)

９:30 クロスカントリーフリー／コンバインドジャンプ

金

月

13:30 コンバインドクロスカントリー
◇18日(月)

９:30 クロスカントリークラシカル

◆問い合わせ
全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会事務局
(市民文化センター内)
01654②2218

(水)
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15

17

(日)

下川町

15

(金)
17

(日)

しもかわアイスキャンドル
ミュージアム

13

34

◆と き ２月 日 ～ 日
◆ところ にぎわいの広場 下(川町
共栄町６ ほ)か
◆問い合わせ しもかわ観光協会
０１６５５④２７１８

(日)

剣淵町

絵本の里けんぶち
スノーフェスタ

15

17

◆と き ２月 日
◆ところ イベント広場（剣淵町仲
町）
◆問い合わせ 剣淵町観光協会
０１６５ - ３-８４８

10

(日)

美深町

びふかウィンターフェスタ

(日)

きこり祭

24

◆と き ２月 日
時～ 時
◆ところ 美深町運動広場（美深町
敷島 )
◆問い合わせ 美深町観光協会
０１６５６⑨２４７０
雪とうろう祭りは２月 日 ～
※
日 まで美深町内各所で開催予定。

◆と き ２月 日
時～ 時
◆ところ 中川町保健センター前広
場 中(川町字中川３３７ )
◆問い合わせ きこり祭実行委員会
０１６５６⑦２８１６

イベント情報の詳細は、問い合わせまた
※
は各イベントホームページでご確認くだ
さい。
５

中川町

