
 

【平成３０年７月分】 

秋田内陸線 

イベントカレンダー 

 

  （H30.6.28 現在） 

NO 名称 時期 最寄駅 内容 

1 
秋田内陸線貸切車両

半額助成 

30.4.1～31.3.31 

利用分まで 
－ 

北秋田市内に所在地のある団体等を対象に、秋

田内陸線貸切車両を半額で利用することがで

きます。 

2 自転車輸送サービス 30.5.12～10.8 
西鷹巣～

角館 

西鷹巣～角館の２８駅において、自転車を無料

で車内に持ち込むことができます。 

（利用の１時間以上前までに予約が必要です） 

3 
無料レンタサイクル

「ちょいのりくん」 
30.5.14～11.4 阿仁合 

魅力あふれる阿仁合駅周辺を、電動アシスト付

自転車「ちょいのりくん」に乗って、気軽に散

策できます。また、阿仁合駅周辺散策マップを

用意しています。 

4 
無料レンタサイクル 

（米内沢駅） 
30.6.21～ 米内沢 

「音楽と笑顔の駅 米内沢駅」周辺を、自転車

に乗って、気軽に散策できます。また、浜辺の

歌音楽館やあゆっこなどでスタンプを集める

と、「まち歩き証」をもらうことができます。 

5 

秋田内陸線全線開業

３０年目企画 

「阿仁合駅 駅舎オ

ーナー募集」 

30.6.1～8.20 阿仁合 

平成３０年４月に阿仁合駅が「しあわせのえ

き」としてリニューアルしたことを記念して、

阿仁合駅の駅舎オーナーを募集しています。応

募いただいたオーナーの方のお名前は、駅内に

設置されるメモリアルボードに記されます。 

（先着３，０００名） 

6 
夏休みスマイルパス 

受付開始 
30.7.1～8.31 

鷹巣 

合川 

米内沢 

阿仁前田 

阿仁合 

角館 

秋田内陸線「夏休みスマイルパス」の受付が開

始されます。「夏休みスマイルパス」は、７～

８月限定で保護者など大人の方が同行される

場合に、小中学生が無料で秋田内陸線に乗車で

きる大変お得なパスとなっております。 

（北秋田市、仙北市、上小阿仁村の皆様限定） 



7 
秋田内陸線田んぼア

ート 
30.7～9上旬 

チラシの

とおり 

秋田内陸線沿線の田んぼアートが見ごろを迎

えます。今年のテーマは「秋田犬と旅」。秋田

犬が内陸線沿線の観光地を楽しんでいる様子

が描かれています。そのほかにも、伊勢堂岱遺

跡マスコットキャラクター「いせどうくん」や

「クニマスと富士山」などの絵柄もあります。 

8 

JR駅からハイキング 

「産銅日本一を誇っ

た阿仁鉱山」 

30.7.1～9.17 阿仁合 

阿仁鉱山にゆかりのある諸寺院や明治から続

く商家湊商店の内蔵、約２００体のこけしが展

示された商店などを散策するハイキングコー

スです。 

9 

秋田内陸線スマイル

ウォーク（第３回、第

４回） 

30.7.1 

    7.14 

萱草 

阿仁合 

「秋田内陸線スマイルウォーク」の第３回、第

４回を開催します。第３回は「渓谷と雨降り様

を眺める」を、第４回は「歴史と自然を感じる」

をテーマに、秋田内陸線の沿線地域の散策を楽

しむことができます。 

10 
阿仁合まち歩きツア

ー 

30.7.1 

 7.29 

9.1 

阿仁合 

鉱山で栄えた阿仁合の街を散策します。初回は

「真木沢鉱山跡とだみ街道めぐりの旅」、第２

回は「銀山町と神社仏閣めぐりの旅」をテーマ

に、地元ガイドの案内のもと見学します。 

11 森吉山自然観察会 

30.7.7、7.12、 

  7.15、8.11、 

10.7 

阿仁合 

阿仁スキー場主催で、森吉山の高山植物や木々

を見ながら山頂まで登る自然観察会を行いま

す。 

12 
ふれあいライブトレ

イン運行 

30.7.7、7.14、 

 7.21、7.28、 

 8.4、8.11、 

 8.18、8.25 

角館 

阿仁合 

急行列車にお座敷列車「マタギ号」を増結し、

列車内で三味線演奏やおやま囃子などを鑑賞

することができます。 

13 
米代川花火大会臨時

列車運行 
30.7.7 鷹巣 

米代川花火大会の終了時刻にあわせ、鷹巣発比

立内行きの臨時列車「米代川花火号」を運行し

ます。 

（鷹巣２１：３０発→比立内２２：４９着） 

14 
康楽館歌舞伎大芝居

観劇の旅 
30.7.7 － 

日本最古の芝居小屋康楽館での歌舞伎を楽し

むツアーです。（すでに定員に達しています） 

15 
内陸線沿線草刈りボ

ランティア 
30.7.8 米内沢 

「米内沢駅前自治会」のご厚意により、米内沢

駅周辺の草刈り作業が行われます。 

16 
幸せの小さな紙風船

上げ 

30.7.8、7.22、 

  8.14、8.26 
上桧木内 

幸せを願う伝統行事「上桧木内の紙風船上げ」

が体験できます。 



17 
花の百名山トレッキ

ング in森吉山 
30.7.14 

角館 

鷹巣 

女性限定の企画旅行で、森吉山でのトレッキン

グやお花見、山頂でのランチなどを楽しむこと

ができます。 

18 
八幡宮綴子神社例大

祭 
30.7.14～7.15 鷹巣 

雨乞い、豊作を祈願し、綴子神社に大太鼓や獅

子踊りを奉納します。直径３．７１ｍの「世界

一の大太鼓」をはじめとする数基の大太鼓を打

ち鳴らし、轟音を響かせながら集落内を行進す

る様子は圧巻です。 

19 
くまくま園夏休みイ

ベント 
30.7.22～8.19 

阿仁 

マタギ 

左記期間の毎週日曜日及びお盆期間（８／１１

～１６）に、こぐまとのふれあいやクイズラリ

ー等のイベントが行われます。 

20 鷹巣神社祭典 30.7.24～25 鷹巣 

鷹巣地区一円で行われる毎年恒例の鷹巣神社

のお祭りです。神輿を担ぎ、疫病の退散、商店

街の活性化、家内安全等を祈願します。 

21 太平湖遊覧船運航 30.6.1～ 阿仁前田 

太平湖グリーンハウスと県の天然記念物に指

定されている小又峡の入口を結ぶ、太平湖遊覧

船が運航されています。紅葉の時期まで運行す

る予定です。 

22 阿仁ゴンドラ運行 30.6.2～ 阿仁合 

花の百名山として知られる森吉山でゴンドラ

が運行されています。また、阿仁ゴンドラの往

復料金に秋田内陸線運賃、乗合タクシー代がセ

ットになったお得な森吉山観光パスも発売中

です。 

 

注）時期、内容等につきましては、変更になる場合がありますので御了承ください。 



日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

２９ ３０ ３１ 

７月 秋田内陸線 イベントカレンダー 

・第1回阿仁合 
   まち歩きツアー 

・花の百名山 
  トレッキングin森吉山 

・康楽館歌舞伎 
  大芝居観劇の旅 

ふれあいライブトレイン 
運行日：H30/7/7、14、21、28 
                  8/4、11、18、25 

幸せの小さな 
  紙風船上げ 

・米代川花火大会 
・第3回秋田内陸線 

  スマイルウォーク 

・第4回秋田内陸線 

   スマイルウォーク 

無料レンタサイクル「ちょいのりくん」 
・期間：H30/5/14～11/4 
米内沢駅レンタサイクル 
・期間：H30/6/21～ 

自転車輸送サービス 
・期間：H30/5/12～10/8 

・幸せの小さな 
   紙風船上げ 

第2回阿仁合 
  まち歩きツアー 森吉山阿仁ゴンドラ運行 

運行日：H30/6/2～8/19（毎日） 
                   8/20～9/30（土日祝のみ） 
                   10/1～10/31（毎日） 
太平湖遊覧船運航 
・期間:H30/6/1～10/31 

森吉山自然観察会 

・期間：H30/7/7、7/12、7/15、8/11、10/7 

JR駅からハイキング 
「産銅日本一を誇った阿仁鉱山」 
・利用対象期間：H30/7/1～H30/9/17 

八幡宮綴子神社例大祭 

（１４日～） 

鷹巣神社祭典 

（～２５日） ・くまくま園夏休み 
  イベント（～8/19） 


