
※駐車場がないイベントに参加される方は公共交通機関をご利用ください。路上駐車はご遠慮ください。　※イベント内容は一部変更となることがあります。

（社）恵庭観光協会/恵庭工業クラブ/恵庭テクノパーク友交会/（株）玉川組/（株）玉川商事/テーエス測量設計（株）/（株）道央道路工業/(株）メモリアルむらもと協賛

恵庭イベント推進委員会 恵庭市 経済部 花と緑・観光課
TEL.0123-33-3131 内線2521連絡先

ENIWA EYE ¦ 恵庭の魅力が見つかる、
観光情報満載サイト https://eniwa-eye.com/

第19回

ENIW
A

2018

同時開催

しままつ鳴子まつり
ふるさと恵庭でひと

夏の思い出をつくる

JR島松駅前通り場 所

第15回

8・5 日 開場時間 11：00～21：00

YOSAKOIソーラン祭
りの興奮をもう一度！

受賞チームが多数出演！

JR島松駅前通り場 所

開場時間 15：00～21：00

えにわYOSAKOIソーラン
わくわくフェスティバル

島松駅前盆踊り

子どもから大人まで楽
しめる
イベントが盛りだくさん

島松駅前ロータリー場 所

8・15 水 16・ 木2018
開場時間 16：00～21：00

ご当地うまいもの銘品店 恵庭にぎわいはしご酒
今年もYEGフェスティバ

ルはお楽しみ満載！

恵庭市役所駐車場場 所

8・18 土2018
うまいもの銘品店 10：00～20：30

はしご酒 18：30～20：00

YEGフェスティバル第13回

三四会まつり＆
怒濤の3,400発

恵庭三四会納涼花火大会

恵庭市桜町多目的広場場 所

恵庭市桜町多目的広場場 所

第41回

第9回

もっとわくわ
９

わくわくお仕事体験第9回

同時開催

開場時間 12：00 ～ 花火大会打ち上げ 19：45頃～

7・282018 土

 12：30～16:00開場時間

2018

恵庭駅通夏祭り

恵庭駅通りのにぎわい
創りのため、

お子様はじめご家族で楽しめるお祭りです。

場 所 えにあす駐車場及びすみれ公園

8・14 火 15・ 水
開場時間 15:00～21：00

えにわ農業まつり

恵庭市内の農産物の物販を始め楽し
いイベントが盛りだくさんです。

ご家族でぜひお越しください！

JA道央恵庭事務所駐車場場 所

8・11 土2018 開場時間 10：00～15：00

恵み野夏まつり

前夜祭／17：30～19：30　本祭／11：00～18：00

会場全体でいろんなイ
ベントが同時進行。 

老若男女、飽きさせません！

開場時間

JR恵み野駅前通り場 所

第31回

7・28 土 7・29 日前夜祭 本祭
2018



※イベント内容は一部変更となる場合があります。　※駐車場がないイベントに参加される方は公共交通機関をご利用ください。

TEL.0123-33-3131 内線2521恵庭イベント推進委員会 恵庭市 経済部 花と緑・観光課連絡先

イベント内容

同時開催

わくわくお仕事体験
７月29日（日）に順延雨天時開場時間 12：30～16：00

三四会まつり
恵庭三四会納涼花火大会第41回

第9回

第9回

12：00～
19：45頃～
桜町多目的ひろば

開 場 時 間
花火大会打ち上げ
場　　　  所

駐車場
雨天時

なし
7月29日（日）、8月4日（土）、
5日（日）に随時順延 

・旅行券、PS4PROなど豪華景品が当たる大抽選会
・磨いたコントロールで的を抜け ストラックアウト ※定員あり
・ステージパフォーマンス　・お菓子まき、フリスビードッグショー
・3400発の打ち上げ花火

地域の企業や団体の方々に出展いただき、
子どもたちにお仕事体験を提供しています。　対象／小学生

怒濤の3,400発

もっとわくわ９

7・282018 土

恵庭市内の農産物の物販を始め楽しいイベントが盛りだくさんです。

えにわ農業まつり
8・112018

開 場 時 間
場所・駐車場

10：00～15：00
JA道央恵庭事務所駐車場

雨天時 小雨決行

土

イベント内容
・農産物物販　・餅まき　・お楽しみ抽選会　・各種ステージイベント

イベント内容

恵庭駅通夏祭り

駐車場
雨天時

あり
雨天決行

開場時間
場　　所

15:00～21：00
えにあす駐車場及びすみれ公園

8・14 15・2018

・恵庭駅通商店街振興組合及び協力者による出店
・お子様ショップ ・すずらん踊り ・子ども盆踊り
・大人盆踊り ・お楽しみ抽選会 ・その他

恵庭駅通りのにぎわい創りのため、お子様はじめご家族で楽しめるお祭りです。

火 水

イベント内容

島松駅前盆踊り
8・15 16・2018

・こども太鼓広場　・島小ソーラン　・こども盆踊り
・こどもすずらん踊り　・北海盆踊り　・仮装盆踊り

子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん

開場時間
場　　所

16：00～21：00
島松駅前ロータリー

駐車場
雨天時

一般駐車場無し
15日（中止）・16日
（17日へ順延）

水 木

イベント内容

第13回 YEGフェスティバル
（ご当地うまいもの銘品店／恵庭にぎわいはしご酒）

開場時間

場　　所

うまいもの銘品店：10:00～20：30／
は し ご 酒：18：30～20：00
恵庭市役所駐車場

駐車場
雨天時

なし
雨天決行

・【ご当地うまいもの銘品店】北海道各地のご当地グルメを堪能できます
・【恵庭にぎわいはしご酒】恵庭の繁華街のいろいろなお店のお酒を飲み比べできます
 （前売券3,000円／当日券3,500円）
　※終了後参加者を対象に豪華景品が当たる抽選会開催
・こどもお楽しみ抽選会　・アンジェラ佐藤との大食い対決（参加者は当日募集）
・市内ダンスチームによる演舞（子供）

8・182018 土

今年もＹＥＧフェスティバルはお楽しみ満載！

イベント内容

開場時間

場　　所

駐車場
雨天時

前夜祭 17：30～19：30
本祭 11：00～18：00
恵み野駅前通り（ライオン歯科～恵み野交番までの歩道と車道）

なし
荒天の時は中止

恵み野夏まつり第31回

・恵み野連合町内会 すずらん踊り・大捜査ゲーム・大道芸集団「真田組」
・恵庭北高校 書道部パフォーマンス・恵庭南高校 吹奏楽
・フワフワ滑り台・豪華景品が当たるビンゴゲーム
・ミニ四駆販売、制作サポート・飲食屋台・フリーマーケット

会場全体でいろんなイベントが同時進行。老若男女飽きさせません！

7・28前夜祭
2018 7・29本祭土 日

同時開催

開場時間
駐 車 場

場　所
雨天時

11：00～21：00
島松駅駐車場・島松公民館

島松駅前通り
小雨決行

しままつ鳴子まつり第15回

JR島松駅前通りに2会場を設けて演舞を披露します。
今年の札幌でのYOSAKOIソーラン祭りでファイナル、セミファイナルなどの入賞チームが多数参加

えにわYOSAKOIソーラン
わくわくフェスティバル

ふるさと恵庭でのひと夏の思い出をつくる

YOSAKOIソーラン祭りの興奮をもう一度！受賞チーム多数出演！

8・52018

開場時間 15:00～21:00 雨天時 雨天決行

日

・ステージパフォーマンス　・お楽しみビンゴ大会
・子ども緑日イベント内容

第19
回

ENIW
A


