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旭　　川　西神楽会場（旭川市西神楽 1線 17 号）

東 神 楽　ふれあい交流館会場（東神楽町ひじり野北 1条 1-1-6）

美　　瑛　雪あそび会場　（道の駅　びえい「丘のくら」前）

上富良野　深山峠会場  （トリックアート美術館前）

上富良野　見晴台公園会場  （観音様向かい駐車場）

占　　冠　星野リゾート トマム アイスビレッジ会場（※映像会場）

砂　　川　道央自動車道　砂川 SA【札幌方向上り】会場

※各会場では温かいお飲み物や軽食などを準備する予定です

会　場

お問合せ先 一般社団法人  大雪・富良野ルートサポートセンター　旭川市宮前通東4155番地1 大雪通ビル　TEL 0166-35-5731
http://www.taisetsu-furano.jp/wintercircus/

主　催

共　催

後　援

協　働

● シーニックバイウェイ北海道 大雪・富良野ルート　ウィンターサーカス実行委員会

● 東日本高速道路株式会社（ネクスコ東日本）／● 社団法人 北海道開発技術センター

● 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部／● 大雪・富良野ルート運営行政連絡会議／● 一般社団法人 シーニックバイウェイ支援センター

●旭川市／●砂川市／●東神楽町／●美瑛町／●上富良野町／●占冠村
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2014 年作品
作品名：「ぽん ぽん ぽん」
アーティスト：工藤みゆき
撮　影：菊地 晴夫
会　場：上富良野町　深山峠会場

Scenic Byway Hokkaido
Taisetsu Furano Route
大雪・富良野ルート

2015  2

（土）14 （日）15

ウィンターサーカス

あかりがつなぐ雪のみち─あなたのこころへあかりよとどけ ♥
“ シーニックナイト 2015” を２月に、支笏洞爺ニセコルート内各地にて開催します。
地域の皆さんはもちろん、多くの観光客の方々にも参加していただけます。
人が集まる場所を、たくさんのキャンドルであたたかく灯すおもてなしプロジェクトです。
点灯時間 17：00～21：00 頃　期間中、エリア内の各地にて開催します。

● ウェルカム北海道エリア　090-6219-9602（久保）　● 洞爺湖エリア　0142-66-4200 （三松）
● ニセコ羊蹄エリア　0136-22-6100（小野） 

シーニックナイト2015 支笏洞爺ニセコルート
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JR 旭川駅発着 バスツアー実施！！（予約制：参加費５００円）

詳しくはウェブサイトに掲載　http://www.taisetsu-furano.jp/wintercircus/ 

●バスツアーの予約やウィンターサーカスに関する問い合わせ● 

　　　　　TEL:０１６６－３５－５７３１ 
　　　一般社団法人　大雪・富良野ルートサポートセンター 

　【２月１４日（土）,１５日（日）　行程】

完全予約制。予約の際には、右記に記載され
ている電話にご連絡下さい。
※予約の際に以下の内容を確認します。 

①申込者氏名 ②連絡先 ③参加人数④参加日

(2/14、2/15) ※暖かい服装でご参加下さい。

※参加費は、当日の資料代です。

到着 出発 場所 内容 備考 

 15:30 旭川駅　発  宮下通 6 丁目（JR北海道旭川支社ビル横）   

16:00 16:20 東神楽　ふれあい交流館会場  ウィンターサーカス 観賞 滞在20 分 

17:00 17:20 美瑛　雪あそび会場  ウィンターサーカス 観賞 滞在20 分 

18:00 18:20 上富良野　見晴台公園会場 ウィンターサーカス 観賞 滞在20 分 

18:50 19:10 上富良野　深山峠会場 ウィンターサーカス 観賞 滞在20 分 

19:30 19:50 旭川　西神楽会場  ウィンターサーカス 観賞 滞在20 分 

20:30  旭川駅　着 宮下通 6 丁目   

 

（JR北海道旭川支社ビル横）

ウィンターサーカスは、寒くて長い北海道の冬を楽しむアートプロジェクトです。北海道の地域資源である

『雪』をつかったアートをアーティストが発想し、地域が制作等をサポートします。真っ白な雪景色に、あ

らわれる雪のランドアート、いつもの見慣れた風景が、特別な空間へと変わります。そして、春の訪れとと

もに、雪が少しずつ溶けてなくなるまで、自然がつくる造形の魅力と季節の変化を楽しみます。

ウィンターサーカスとは？ ウィンターサーカスとは？ ウィンターサーカスとは？ ウィンターサーカスとは？ ウィンターサーカスとは？ 

旭川　西神楽会場 （住所 ： 旭川市西神楽１線１７号）
　【開催日】　2 月１４日 ( 土 ) ～ 1５日 ( 日 )（午後 5 時～午後 8 時）
　【内　容】　豚汁・甘酒・ラーメン　各１００杯無料提供
　　　　　　西神楽辺別太鼓の生演奏

東神楽　ふれあい交流館会場 （住所 ： 東神楽町ひじり野北１条１丁目１番６号）
　【開催日】　2 月１４日（土）～ 2 月１５日（日）　※2/14 は日中もイベント開催
　【内　容】　暖かい飲食の提供（２/１４のみ）

美瑛　雪あそび会場 （道の駅びえい丘の蔵前　住所 ： 美瑛町本町１丁目９番２１）
　【開催日】　１月３１日（土）～２月１５日（日）　※午後 5 時～ 8 時は、2/14,15 のみ

上富良野　深山峠会場 （住所 ： 上富良野町深山峠）
　【開催日】　２月１４日（土）～１５日（日）（午後 5 時～午後 8 時）
　　　　　　※１０時～１４時に同会場にてウィンターフェスティバル開催予定
　【内　容】　暖かい飲食の提供

上富良野　見晴台公園会場 （観音様向かい駐車場　住所 ： 上富良野町西町）
　【開催日】　２月１４日（土）～１５日（日）（午後 5 時～午後 8 時）
　【内　容】　暖かい飲食の提供

占冠　星野リゾート トマム　アイスビレッジ会場 （住所 ： 占冠村字中トマム）
　【開催日】　12 月 5 日（金）～ 3 月 22 日（日）（午後５時～午後１０時）
　【内　容】　アイスリンク、氷のカフェ、氷のバー、氷の雑貨屋、氷の学校
　　　　　　氷の家、氷の教会
　　　　　　※氷の教会と氷の家は、気象条件等によりオープンできない場合がございます。

砂川　道央自動車道砂川サービスエリア会場 【札幌方向】
　【開催日】　２月１４日（土）～１５日（日）（午後 5 時～午後 8 時）
　【内　容】　「砂川ＳＡ冬のお客さま感謝デー」開催予定（午後２時～午後５時）
　　　　　　※おたのしみ抽選会実施〈ショップで 500 円以上お買い上げのお客様〉

各
会
場
内
容


