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春は、厚岸湾の大黒島越

しに朝日が昇ってくる様子

を見ることが出来ます。
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昆布森沿岸では、１３

箇所の定置網が操業して

います。船上で活〆され、

高鮮度を保って出荷され

ています。

キャンプ場から、夢ヶ丘

展望台まで続く、約2.3Kmの

木道。傍らには、ヤチボウ

ズやミズバショウ等の湿原

植物を見ることが出来る。

【漁期：６月～１０月】

道東沿岸で獲れる「長

昆布」は、早く柔らかく

煮えるのが特長。中でも

６月に獲れる「さお前昆

昆布森沿岸は、親潮が

日本で最も接岸しており、

そこで水揚されるさけは、

品質も味もワンランク上

です。

地元産野菜や仙鳳趾産

カキ等の農水産物をはじ

め、地元特産品を使った

ここでしか食べられない

メニューも豊富に取り揃

えている。

【１月～２月】一日一往復

釧路発 11：09

標茶発 13：52

【運賃（片道）】

釧路～標茶 1,040円

冬でも完全結氷しない釧

路川へ漕ぎ出せば、夏とは

違った景色が広がる。流れ

も緩やかで、木々の葉が落

ち、遠くまで見渡渡すこと

が出来る。
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昆布森沿岸では、１３

箇所の定置網が操業して

います。船上で活〆され、

高鮮度を保って出荷され

ています。

春の訪れとともに、茶褐

色の湿原に緑が徐々に広が

り、生命の息吹を感じられ

ます。雪融の水が釧路川か

らあふれ出し、一面鏡のよ

うになることも。

【４月～５月】一日一往復

釧路発 10：56

塘路発 12：07

【運賃（片道）】

釧路～塘路 530円

【漁期：６月～１０月】

道東沿岸で獲れる「長

昆布」は、早く柔らかく

煮えるのが特長。中でも

６月に獲れる「さお前昆

蛇行しながら流れる釧路

川を眼下に、広大に広がる

釧路湿原の雄大さを一番感

じることが出来ます。

堰やダムの無い釧路川は、

カヌーの聖地。

■ｺｰｽ 細岡～岩保木

■時間 約90分

■料金 9,000円/人～

地元産野菜や仙鳳趾産

カキ等の農水産物をはじ

め、地元特産品を使った

ここでしか食べられない

メニューも豊富に取り揃

えている。

ヨシやスゲの草原が、一

面黄金色に染まるこの季節

は、ここが日本ではなく、

サバンナにいるかのような

錯覚を覚えます。

秋鮭や活魚の即売会、新

鮮魚介類をその場で食べら

れる炉端コーナーが人気。

■時期 １０月上旬

冬でも完全結氷しない釧

路川へ漕ぎ出せば、夏とは

違った景色が広がる。流れ

も緩やかで、木々の葉が落

ち、遠くまで見渡渡すこと

が出来る。

空気が澄むこの季節は、

遥かかなたに雪を頂いた阿

寒連峰をはっきりと望むこ

とが出来る。

普段はぬかるんで立ち入

ることが出来ない湿原も、

雪がふればスノーシューを

はいて簡単に散策が可能。
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【４月～５月】一日一往復

釧路発 10：56

塘路発 12：07

【運賃（片道）】

釧路～塘路 530円

日本一遅い桜まつりとし

て、商工会が中心となり、ｽ

ﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄや露店が立ち並び、

賑わいます。

■時期 ５月中旬

細岡周辺は、絶好の川

釣りポイントの一つ。

【魚種】

アメマス、ニジマス、

イトウ、ウグイ等

堰やダムの無い釧路川は、

カヌーの聖地。

■ｺｰｽ 細岡～岩保木

■時間 約90分

■料金 9,000円/人～

達古武湖畔の静かなキャ

ンプ場。

■開設 ５月～１０月

■施設 ロッジ ５棟

Ｈ13年以来、毎年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

や世界選手権の前に来釧し、

合宿を行っています。

■時期 2013.7.30～8.5

秋鮭や活魚の即売会、新

鮮魚介類をその場で食べら

れる炉端コーナーが人気。

■時期 １０月上旬

【６月～９月】一日二往復

釧路発 10：56、13：49

塘路発 12：07、15：06

【運賃（片道）】

釧路～塘路 530円

水揚されたばかりの、カ

キやほっきの殻剥き体験が

出来ます。体験後は、その

場で焼いて食べることが出

来ます。

普段はぬかるんで立ち入

ることが出来ない湿原も、

雪がふればスノーシューを

はいて簡単に散策が可能。

釧路町が発祥の長ぐつア

イスホッケー。長ぐつさえ

あれば、だれでもアイス

ホッケープレーヤー気分。

■全日本選手権大会

新鮮な昆布森の魚介類を

使った食品加工体験。漁協

女性部が浜の味を伝授しま

す。
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細岡周辺は、絶好の川

釣りポイントの一つ。

【魚種】

アメマス、ニジマス、

イトウ、ウグイ等

春から初夏にかけて水

揚げされる鮭を「ときし

らず」と呼びます。秋鮭

と比べると、脂のりが非

常に良く、絶品です。

ｴｿﾞﾔﾏｻﾞｸﾗ､ﾁｼﾏｻﾞｸﾗ､ｸｼﾛ

ﾔｴｻﾞｸﾗ等、約700本の桜が

咲いており、夜にはライ

トアップされた桜を楽し

むことが出来る。

Ｈ13年以来、毎年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

や世界選手権の前に来釧し、

合宿を行っています。

■時期 2013.7.30～8.5

知る人ぞ知る、ホタルの

生息地。達古武木道から観

察することが出来ます。

■時期 ８月上旬

■主催 ﾄﾗｽﾄｻﾙﾝ釧路

細岡展望台から望む釧路

湿原に沈み行く夕景は、絶

景のひとこと。

【日の入り】

７月 19：00前後

水揚されたばかりの、カ

キやほっきの殻剥き体験が

出来ます。体験後は、その

場で焼いて食べることが出

来ます。

昆布森沖では、釧路川

に遡上する前の、エネル

ギーを消費していない鮭

が水揚されます。船上で

活〆したものは、更に鮮

昆布森沿岸は、絶壁が連

なる変化にとんだ海岸線が

魅力です。海と風が作り出

した奇岩と合わせて、幻想

的な風景が広がります。

新鮮な昆布森の魚介類を

使った食品加工体験。漁協

女性部が浜の味を伝授しま

す。

【漁期：２月～４月】

昆布森の毛ガニは、最

も身入りの良い時期に厳

選して水揚しており、

しっかり締まった身と濃

晴れの日が多い冬の釧路

は星空の観察にも適してい

ます。冬の星座が満天に広

がる星空は、寒さを忘れさ

せてくれます。

ｴｿﾞﾔﾏｻﾞｸﾗ､ﾁｼﾏｻﾞｸﾗ､ｸｼﾛ

ﾔｴｻﾞｸﾗ等、約700本の桜が

咲いており、夜にはライ

トアップされた桜を楽し

むことが出来る。

細岡展望台から望む釧路

湿原に沈み行く夕景は、絶

景のひとこと。

【日の入り】

７月 19：00前後

昆布森沿岸は、絶壁が連

なる変化にとんだ海岸線が

魅力です。海と風が作り出

した奇岩と合わせて、幻想

的な風景が広がります。

晴れの日が多い冬の釧路

は星空の観察にも適してい

ます。冬の星座が満天に広

がる星空は、寒さを忘れさ

せてくれます。


