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2020年フェスティバル＆イベント 
四季を通して、バーノンではさまざまなイベントをお楽しみいただけます。各イベントの

詳細やその他バーノンの伝統行事は、www.tourismvernon.comをご覧ください。 
 

 
 
 

春 

ショップ ローカル デー 

（バーノン市内中心部の駐車場無料） 

3月7日、5月2日 

サイズミック スプリング マウ

ンテン フェスティバル 

3月13日～22日 

バイク フェスト 5月 

マザーズデイ ピクニック アット 

デイビソン オーチャード 

5月10日 

 

バーノン ウィンター カーニバル 

サンシャイン フェスティバル 

TAMBELLINIDESIGNSTUDIO 

 
シビック サウンズ 

7月と8月の毎週木曜日 

ミッドサマー イブ オブ ジ アーツ  

7月 

オカナガン ミリタリー タトゥー 

7月25日～26日 

第11回 年次カラマルカ クラシック 

SUPフェスティバル 

8月 

ライオット オン ザ ルーフ アット 

バーノン パブリック アート 

ギャラリー 8月 

インテリア プロビンシャル 

エキシビション 9月2日～9

シビック サウンズ 

PETER SOLYMOSI 

ショップ ローカル デー 

DON WEIXL 

 
 クリエイティブ カオス  

  クラフト フェア 

 6月5日～7日 

ランビー デー  

6月 

サンシャイン フェスティバル 

6月 

ファンタスティック スローピッチ 

トーナメント＆ミュージック フェ

スティバル 7月長い週末 

カナダ デー 7月1日 

 
 
 
 
夏 

 
 
ダウンタウンライトアップ 
PETER SOLYMOSI 

 
ダウンタウン ライトアップ 

11月 

ショップ ローカル デー 

（バーノン市内中心部の駐車場無料）

12月5日 

バーノン ウィンター カーニバル 

2月7日～16日 

 
 
 
 
冬 

フリーキークリーキー

50カル州立公園 / ROBB THOMPSON 

 
アップル フェスティバル アット 

デイビソン オーチャード 9月 

フリーキークリーキー50 

9月 

アクアテラ 9

月15日 

パンプキン フェスティバル  

アット デイビソン オーチャード  

10月の週末 

バ―ノン フォール フェスティバル 

10月1日～31日 

ショップ ローカル デー 

（バーノン市内中心部の駐車場無料）

10月3日 

ディワリ フェスティバル 

10月 

ザ グレートバーノン パンプキン 

クラシック 10月 

トリート トレイル ダウンタウン 

10月31日 

アップルフェスティバル  
デイビソン オーチャード 

 
 
 
 
秋 

http://www.tourismvernon.com/
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トップ3 
トレイル・ハイキング/サイクリング 

カルマルカ湖州立公園内の展望台トレイル

プレデター リッジのグラニテ トレイル 
オカナガンレイルトレイル 

 
ビューポイント 
カラマルカ展望台  
ミドルトン マウン

テン スパークリン

グ ヒル リゾート 

湖 
カラマルカ湖 
オカナガン湖 
スワン湖 

ビーチ 
カラマルカ ビーチ＆ロータリー 
ピア キン ビーチ 
ジェイド＆ジュニパーベイ ビーチ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

レンタル 
パワー トリップス 
www.powertrips.ca 

ボートレンタル 
オカナガン ライフ プライベー

ト ボート チャーターズ
www.okanaganboatcharters.com 
オカナガン レクリエーション レンタルズ 
www.okanaganrecrentals.com 
バーノン BC ボート レンタルズ 
www.vernonboatrentals.com 
バーノン ボート レンタルズ 
www.vernonmarineboatrentals.com 
ウェイクベンダース ボート レンタル 
www.wakebendersboatrental.com 

カヤック／カヌー レンタル 
エドズ モバイル カヤック 
www.edskayak.ca 
インナー スペース ウォータースポーツ 
www.innerspacewatersports.com 

スタンドアップパドル（SUP） 
レンタル 
カラビダサーフショップ 
www.kalavidasurfshop.com 

自転車レンタル 
カラビダサーフショップ 
www.kalavidasurfshop.com 
プレデター リッジ リゾート 
www.predatorridge.com 
サン カントリー サイクル 
www.suncountrycycle.com 
シルバースター マウンテン リゾート 
www.skisilverstar.com 

オカナガン ライフ プライベート ボート チャーターズ 

エドズ モバイル カヤ

 

カラマルカ クラシック SUPフェスティバル 
カラビダサーフショップ 

カル ビーチ/NANCY SHIELD 

     カラマルカ湖州立公園 
@RIC4R70 

 
    シルバースター州立公園 

ROBB THOMPSON 

デイビソン オーチャード 
NANCY SHIELDS 
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