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の札幌へようこそ

冬季営業時間
12月10日㈰～3月31日㈯
午前11時～午後8時
（12月31日㈰は午後3時、
2月1日㈭～12日㉁は
午後9時までの営業）

もいわ山ロープウェイ（中央区伏見5)b561-8177
交通機関市電ロープウェイ入口下車。徒歩8分
a www.sapporo-dc.co.jp/moiwa/index.html

マスコットキャラクター
もーりす

山頂ロープウェイ駅から山頂展望台まで、
もーりす号（雪上車とそり）が送迎します。
山頂周辺のライトアップや、山麓駅前の
12,000個のイルミネーションも点灯します。
（料金は無料。営業開始日はお問い合わせください）

もーりす号が登場

初日の出を見てみませんか

元日にロープウエーの特別運行を行います。
日時1月1日㈷午前5時～正午
費用大人往復1,100円、子供往復550円

お問い合わせ

の札幌へようこそ
Moiwa
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美しく透明な、冬 

みんなで楽しむクリスマスiｎモエレモエレ沼公園（東区モエレ沼公園1）
b790-1231
ガラスのピラミッド開館時間午前9時～午
後9時(火･水曜は午後5時まで)
休館日月曜､12月29日㈮～1月3日㈬
※12月25日㈪は臨時開館（午前9時～午
後5時）

期間12月22日㈮～24日㈰
会場ガラスのピラミッド
費用300円。高校生・大学生200円、　　　　
　　小中学生100円。65歳以上無料

ガラスのピラミッドで開催され
るジャズや民族音楽、ポップス
の音楽イベント。
期間中はスノーキャンドルの
点灯も行います。

モエレのホワイト
　クリスマス2006

キャンドルリース作りの後、レストラン提供の
ケーキでクリスマスパーティーを開催します。

a　www.sapporo-park.or.jp　
　  /moere　

交通機関地下鉄東豊線環状通東駅下車。
北海道中央バス北札苗線「東69番」「東79
番※」に乗車。「モエレ公園東口」から徒歩
10分。※東79番は中沼小学校通行き

美しく透明な、冬 
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お問い合わせ

日時12月23日㈷午後2時～3時45分
会場ガラスのピラミッド
定員小学生以下の子とその親25組（1組3人まで）
費用1組2,000円（モエレのホワイトクリスマス入場券付き）。キャンドルリース
    2つ目からは1つにつき1,500円追加
申込b、c。上欄必要事項（氏名は参加者全員）とキャンドルリース数
　　を記入し、12月18日㈪までにモエレ沼公園（c792-2595）へ。g

イン
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飼育数は北海道最大の
1,000点以上。冬も動物た
ちは元気いっぱいです。夏
とは違う動物たちの一面
をぜひご覧ください。

美しきユキヒョウの夫婦
　　「アクバル」と「リーベ」

冬がよく似合うユキヒョウは、ヒ
マラヤなどの山岳地帯に生息。
寒さに耐えるため、一般的なヒ
ョウと比べて毛が長く尾が太い
のが特徴です。11月にはメスの
「リーベ」が仲間入りしました。

「プレーリードッグのミニー」
火・水曜以外の午後1時から
一緒に遊べます。

円山動物園

！

みんな
遊びに来てね！！

この
冬の

イチ
オシ！

 

ピリカの
お誕生会
ホッキョクグマ「ピリカ」の1歳
の誕生日にサケをプレゼント
します。もうすぐほかの動物園
に行ってしまうので会いにき
てね！

12/15㈮
 ～17㈰ 

クリスマス期間中は、トナカイと
一緒に写真撮影ができます。ま
た、雪が積もり次第、3月まで毎
日そり引きを実施します。

トナカイと
記念撮影

12/23㈷
 ～25㈪ 



　利用案内 開園時間午前9時～午後4時（2月1日㈭からは午後5時まで）
※12月29日㈮～31日㈰は休園
入園料600円（中学生以下無料）。年間パスポートは1,000円
所在地中央区宮ケ丘3
交通機関地下鉄東西線円山公園駅バスターミナルからジェイ・
アール北海道バス[円15]動物園線：動物園前下車、[円14]荒
井山線：総合グラウンド前下車

ふれあい体験や餌やりが
できる「みんなのドキドキ
体験」は、現在28メニュー。
動物たちの姿を間近で見
る絶好の機会です！
飼育員による動物ガイドも
あります。
（動物の体調や天候により、時間変更
または中止になる場合があります）

↑カンガルーが館内に登場。目の前
をお散歩します。
日時午後3時。曜日はお問い合わせ
ください。

↑トド・アザラシに大好物の魚を
あげる体験ができます。
日時午後2時30分ころ。曜日はお
問い合わせください。

↑シロフクロウやハリスホークなど4種類の飛行を間近で観察。希望者は鷹匠体験もできます。
日時毎日午後2時。

↑チンパンジーの赤ちゃん「レディ」
のミルクタイムを間近で見ること
ができます。
日時お問い合わせください。

体験メニュー数は
日本一！

リスザルの
餌やり体験
柵越しに手渡しで餌をあ
げることができます。リスザ
ルの小さな手にタッチで
きるかも。
日時土・日曜午後1時30分。
要整理券。

エゾモモンガ「タロウ」
の飛行
子ども動物園小動物館で、
エゾモモンガ「タロウ」が
飛行訓練をしています。飼
育員の手から手へ飛び移る
様子を見ることができます。
日時午後3時30分ころ。
曜日はお問い合わせくだ
さい。

ニホンザルのおやつ
探検ウオッチング
レストハウス給餌コーナ
ーでおやつを食べる様子
を、ガラス越しに間近で見
ることができます。

※体験メニューや時間な
どは、市コールセンター
（1㌻）とホームページで
毎日ご案内しています。

冬の動物たちに会いに行こう！冬の動物たちに会いに行こう！冬の動物たちに会いに行こう！

円山公園

円山総合
運動場

円山球場

総合
グラウンド前

動物園前
円山動物園

円山バス
ターミナル

北1条・宮の沢
通

坂下野球場

地下鉄
円山公園駅

環
状
線

まだまだあります！
ドキドキ体験メニュー

i円山動物園b621-1426　a www.city.sapporo.jp/zoo
　　　 市コールセンター（1㌻）

たかじょう

シロフクロ
ウ

カンガルー チンパンジ
ー

迫力
満点！

トド・アザ
ラシ

クーポン



　例年12月下旬から解禁となります。穴開けド
リルの無料貸し出しもしていますので、お気軽
にお越しください。詳しくはお問い合わせを。

新篠津村 わかさぎ釣り

400円、中学生以下無料。
しのつ湖
（袋達布付近）。
同村企画振興課b0126‒57‒2111

費用
会場

詳細

　旧ユースホステルの周りにイルミネーション
がともり、冬の静かな支笏湖が美しい光の世界
に生まれ変わります。

千歳市 支笏湖クリスマスイルミネーション

12月21日㈭～25日㈪
日没～午後10時。
旧ユースホステル周辺
（支笏湖番外地）。
支笏湖まちづくりプロジェクトb0123‒25‒2311

日時

会場

詳細

　洞爺湖畔に巨大クリスマスツリーが登場。クリス
マス期間には花火が上がります。24日はホテル提
供の特別クリスマスメニューの試食会なども開催。

洞爺湖町 ホーリーライトクリスマス

3月末まで。花火は12月23日㈷～25日㈪午後
8時30分。24日㈰午後7時30分からイベント。
洞爺湖汽船本社前の桟橋前
（洞爺湖温泉29）。
洞爺湖温泉観光協会b0142‒75‒2446

日時

会場

詳細

　ゲーム大会などの後、盛大な花火で新年を迎
える恒例のイベント。年明けすぐの大抽選会で
新年一番の運試しをどうぞ。

室蘭市 白鳥大橋カウントダウン

12月31日㈰午後10時
～1月1日㈷午前１時。　
道の駅「みたら室蘭」
（祝津町4丁目）周辺。
同市観光課b0143‒25‒3320

日時

会場

詳細

　メッセージツリーやガラスのツリーなど、クリスマ
スムードを盛り上げる催しがいっぱい。協賛店を巡
るスタンプラリーですてきな商品を手に入れて！

小樽市 小樽ロングクリスマス2006

12月25日㈪まで。
運河プラザ、JR小樽駅など市内各所。
小樽観光誘致促進協議会事務局
（同市観光振興室内）b0134‒32‒4111

日時
会場
詳細

日程は変更になる場合もありますので事前にご確認ください。また、ごみは必ず持ち帰りましょう。

道 央 圏

イベント暦
even t  c a l e n d a r

ふくろたっぷ

!

















広報さっぽろは、古紙含有率100％
の再生紙を使用しています。

札幌市はISO14001の認証を取得し
ています。

さっぽろ市
18－3－8

03－Ｂ09－06－8

ごみの出し方 
 

「びん・缶・ペットボトル」は一つの袋にまとめて、「プラスチック」だけは別の袋に入れて 
出してください。それぞれ同じ日に「別々のごみ収集車」が回収します。 

環境局業務課  
2211-2976

詳
細 資源ごみ編 


