
実行委員会主催イベント

日時 タイトル 概　　要 問い合わせ先 備　　考

バックヤードツアー

イベント期間中　各日１８：００～２０：００ ワックスボウル製作体験コーナー

イベント期間中　各日１６：００～２１：００

２月６（日）～８日（火） 食いだおれ大会

２月１１日（金、祝）～１３日（日）　各日１７：３０～　 平間さと子ピアノライブ 場所：中央橋野外ステージ。無料。

第13回小樽雪あかりの路　イベントスケジュール

２月５日（土）
２月６日（日）
２月１１日（金、祝）
２月１２日（土）
２月１３日（日）

第１回１５：００～
第２回１６：００～
各日とも所要時間
約１時間

小樽雪あかりの路が始まる前の時間帯に、ボランティ
アガイド(観光施設等の歴史や見どころなど多様な知
識を有するおたる案内人）が、会場を案内します。雪あ
かりの路誕生の経緯を聞きながら、ボランティアの皆さ
んがイベント開始に備えて雪のオブジェづくりやろうそ
くの灯をともす作業を見ていただくほか、スノーキャンド
ルづくりも体験していただきます。

小樽雪あかりの路実行委員会
３２－４１１１（内線２６７）

集合・解散場所：旧三井銀行小樽支店
※開始１０分前までにお集まりください。
ツアー催行人数：１０人程度
参加料：無料
※　前回：参加者　308人、ボランティア延べ
　79人

会場内の装飾で使用しているワックスボウルの製作を
体験できます。あなたもオリジナルのワックスボウルを
作ってみませんか？

小樽雪あかりの路実行委員会
３２－４１１１（内線２６７）

料金：１個８００円
場所：にぎわい広場
　　　（市立小樽文学館・美術館内中庭）

スタンプラリー
地上ノホシサガシ４＋α
（商店街合同企画）

会場など市内８カ所に設置されたスタップを見つけ、公
式ガイドマップの中にある台紙にスタンプを押して応募
すると、抽選で10万円分の旅行券はじめ、商店街の商
品券など、豪華な賞品が当たる。
設置場所：①運河会場（運河プラザ）、②手宮線会場（
ビストロ建築士会テント）、③都通り会場（小樽駅側入
り口）、④サンモール会場（旧丸井今井玄関前）、⑤花
銀会場（ヴェラスクオーレ前）、⑥堺町会場（スーベニ
ールオタルカン前）、⑦天狗山会場（ロープウェイ乗り
場）、⑧朝里川温泉会場（ホテル武蔵亭前森の会場内
ログハウス）

小樽雪あかりの路実行委員会
３２－４１１１（内線２６７）

応募：２月１５日（消印有効）までに雪あかり
の路事務局へ。
　　　　　

チケット購入後、３日間のうちに事務局で受付し、寿司
・麺その他・喫茶甘味の３店を巡って（コースで店は異
なる）、雪あかり終了後の抽選により旅行券など豪華
賞品が当たる。※　電話での予約は不可。売り切れ次
第、販売は終了。

代金：２５００円（３００枚限定）
販売・受付：雪あかりの路事務局

独特のライブ空間は、聞き手の心の奥へと響く。まるで
語るようなその音色"歌うピアノ”と定評を得る、今最も
注目されるピアノ音楽の表現者である。

２月１１日（金、祝）１６：００受付開始
１６：３０～１９：３０

カップリングパーティー
in小樽雪あかりの路

小樽雪あかりの路では、初開催の企画。ほのかなろう
そくの灯で出会いを演出し、凍てつく心と体を温めます
。（協力：The Juicy Market、小樽ビール）

小樽雪あかりの路実行委員会
３２－４１１１（内線２６７）

場所：運河プラザ３番庫。募集は別途
一般非公開



実行委員会共催イベント

日時 タイトル 概　　要 問い合わせ先 備　　考

２月１２日（土）１６：００～１８：３０ しりべしⅰネットシンポジウム

２月１２日（土）会場１７：３０　開演１８：００

協賛関係の催し

「冬の小樽がらす市」

２月８日（火） １７：００～１８：００ みんなとともに手話と歌声コンサート手話でのコンサート（参加型）

２月５日（土）

２月１３日（日）

１１：３０～２２：００ 雪あかりの路オールディーズライブ

２月１３日（日） １４：００～１７：００

第13回小樽雪あかりの路　イベントスケジュール

時代に左右されない、あずましい後志づくりについて、
有識者による基調講演とパネルディスカッションを行い
ます。
基調講演
　首都大学東京　都市環境科学研究科観光科学域
　教授　本保芳明氏
パネルディスカッション
○コーディネーター
　京都デザイン研究所代表　川口直木氏
○パネラー
　本保芳明氏、長野麻子氏（水産庁水産経営課課長
補佐）、谷口美津江氏（小樽観光協会副会長）
　

しりべしツーリズムサポート
（担当：小川原）

場所：運河プラザ３番庫。
入場無料。
交流会：19:00～20:30　参加費2000円

韓国アイドルスペシャルイベント
MISS S　Live！

隣国の韓国とさまざまな接点がある小樽市。とりわけ「
小樽雪あかりの路」では、毎年多数の韓国ボランティ
アが訪れるなど、これまで関係が深く、韓国国内にお
いても広く知られるイベントとなっています。その韓国
でデビューしたアイドルを日本国内でプロモートする企
画が、小樽雪あかりの路を通じて行われることになり
ました。日本初デビューのアイドルユニット「MISS S」が
スペシャルライブを行います。※当日はサイン会も行
われます。

小樽雪あかりの路実行委員会
（担当：眞田）
090-4875-7981

会場：小樽 LIVE THEATER 
‘GOLDSTONE’
　　　　（色内3-3-21 旧澁澤倉庫）
チケット：3,000円(税込)
販売：運河プラザ案内所

２月４日（金）１６：００～２１：００
２月５日（土）～６日（日）１３：００～２１：００

昨年夏に開催された「第２回小樽がらす市」に続き２回
目を迎えた「冬の小樽がらす市」が開催します。漁網
の浮き玉をツールとするガラスの街小樽には、多くの
工房があり、日々情熱あふれる作品や愛情いっぱい
の製品を創り出しています。会場では、市内の１３工房
が参加し、素敵なガラス製品の展示や販売が行われ
ますので、「ガラスの街小樽」をお楽しみいただけます
。

小樽がらす市実行委員会
（産業振興課内）
３２－４１１１（内線２６５）

場所：運河プラザ３番庫。
入場無料。

場所：運河プラザ３番庫。
入場無料

ディナー１８：００～
ショータイム１９：３０
～

小樽雪あかりの路
スペシャルイベント

DINNER&LIVE!　原田真二

小樽 LIVE THEATER ‘GOLDSTONE’
オフィシャルサイト情報

http://www.goldstone.co.jp/schedule/110205.html

小樽 LIVE THEATER 
‘GOLDSTONE’
３３－５６１０

会場：小樽 LIVE THEATER 
‘GOLDSTONE’
　　　　（色内3-3-21 旧澁澤倉庫）
チケット：ビュッフェディナー付き
　　　　　　12,000円(税込)

開場：１５：００
開演：１５：３０

GOLDSTONE OPENING SPECIAL 
LIVE!　藤井フミヤ

小樽 LIVE THEATER ‘GOLDSTONE’
オフィシャルサイト情報

http://www.goldstone.co.jp/schedule/110213.html

小樽 LIVE THEATER 
‘GOLDSTONE’
３３－５６１０

会場：小樽 LIVE THEATER 
‘GOLDSTONE’
　　　　（色内3-3-21 旧澁澤倉庫）
チケット：オールスタンディング　6,000円
　　　　　(税込/整理番号付き)
　　　　　※当日ドリンク代別途500円

２月５日（土）
２月６日（日）
２月１１日（金、祝）
２月１２日（土）
２月１３日（日）

1950～1960年代に流行した洋楽を中心とした生演奏
浅草橋ｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞﾅｲﾄ実行委員会
２３－３４８４

会場：エンペラー（小樽市色内１－１３）
チケット：前売り2,500円、当日3,000円

ＦＭおたるPRESENTS
雪あかりスペシャルイベント

アコースティックなどのミュージシャンが出演。ライブを
生中継で放送します。

エフエムおたる
３２－１０００

場所：運河プラザ３番庫。
入場無料



小樽市関連催し

日　　　程 市立小樽美術館

タイトル 概　　要 問い合わせ先 備　　考

２月４日（金） １４：００～１５：００ ギャラリーコンサート 料金：美術館観覧料

日　　　程 市立小樽文学館

タイトル 概　　要 問い合わせ先 備　　考

２月５日（土） １８：３０～ 蜂谷涼トークショー 料金：文学館入館料

２月６日（日） １０：００～１９：００ 雪あかりの古本市 入場無料

日　　　程 小樽市総合博物館（本館）

タイトル 問い合わせ先 備　　考

１０：３０～１５：００ 「歩くスキー・ストックウォーキングにチャレンジ」

雪あかりサイエンス実験教室
｢光の不思議－偏光板で遊ぼう－」

｢電気をつくろう！－炭電池と燃料電池－」

日　　　程 小樽市総合博物館（運河館）

タイトル 問い合わせ先 備　　考

１７：３０～２０：００ 「そり遊び・雪の幻灯会」 夜間中庭を無料開放します。

１８：００～１９：００
「雪あかり星空観望会」 ※当日参加可、申込み不要、入場無料

「みつろうでフラワーキャンドル作ろう」

日　　　程 旧日本郵船小樽支店

タイトル 問い合わせ先 備　　考

２月１２日（土）　開場：１７：３０　開演：１８：００ チェンバロ演奏会

第13回小樽雪あかりの路　イベントスケジュール

小樽少年少女合唱団による合唱や、声楽家浅原富希
子氏による独唱、ピアニスト村上由希子氏による独奏
。指揮：大道恒雄氏、鈴木久司氏

市立小樽美術館
３４－００３５

開催中の企画展｢蜂谷涼展」に作家本人を迎え、自作
や生まれ育った小樽のこと、芝居や料理のことなど、
楽しいお話しをしていただきます。

市立小樽文学館
３２－２３８８

２月５日（土）、６日（日）
２月１１日（金、祝）～１３日（
日）

小樽市総合博物館
本館：３３－２５２３

このほかにも色んなイベントが目
白押し！博物館にお問い合わせく

ださい。

料金：博物館入館料
※当日参加可、申込み不要

２月６日（日）　①10:30～正午　②14:00～15:30
料金：博物館入館料
※定員あり、申込みは総合博物館まで

２月１１日（金、祝）　①10:30～正午　②14:00～15:30

２月５日（土）
２月６日（日）
２月１１日（金、祝）
２月１２日（土）
２月１３日（日）

小樽市総合博物館
運河館：２２－１２５８

※定員あり、申込み不要、入場は無料（材料費200円必要）　

小樽市総合博物館
本館：３３－２５２３

※入場無料　定員80名
※申込みは総合博物館まで　


	ガイドマップ用イベントスケ

