
 

【平成３０年８月分】 

秋田内陸線 

イベントカレンダー 

 

（H30.7.30 現在） 

NO 名称 時期 最寄駅 内容 

1 
無料レンタサイクル

「ちょいのりくん」 
30.5.14～11.4 

阿仁合 

合川 

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、７／１４より、合川駅でも

「ちょいのりくん」を貸出しております。 

2 

秋田内陸線全線開業３

０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） 

3 
ワンデーオーナー号募

集 

30.6.29～

31.3.20 
－ 

平成３０年度のワンデーオーナー号の募集が

始まっています。 

4 

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。 

5 
夏休みスマイルパス 

受付中 
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」の受付を行

っています。「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） 

6 
秋田内陸線田んぼアー

ト 
30.7～9上旬 

小ヶ田 

阿仁前田 

小渕 

上桧木内 

羽後太田 

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。 



7 
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。 

7-1 移動動物園 

30.8.5、 

8.11～8.16、 

8.19、8.25 

阿仁 

マタギ 

くまくま園に移動動物園がやってきます。 

カピバラや陸ガメが来るほか、鷹匠の体験など

ができます。 

7-2 遊遊ガーデン釣り体験 30.8.12～14 
阿仁 

マタギ 

遊遊ガーデンでの釣り体験と参加自由のミニ

釣り大会が開催されます。また、８／１２には

ＷＡＲＯＣＫ（わろっく）宝探しイベントも開

催されます。 

7-3 
夏休みクラフトコーナ

ー 
30.8.11～8.13 

阿仁 

マタギ 

阿仁合地区で大人気のＷＡＲＯＣＫ（わろっ

く）作りが楽しめます。絵を描いた石は、持ち

帰ったり、お友達と交換したりして遊ぶことが

できます。 

8 

募集型企画旅行 

「直通列車で行く！青

森ねぶた祭り」 

30.8.4 ― 

青森ねぶた祭りを団体観覧席から鑑賞します。

JR線直通の内陸線臨時列車で行く便利なツア

ーです。（募集終了） 

9 

ふるさとサマーキャン

プ＆あきた野生生物ジ

ュニアレンジャーキャ

ンプ 

30.8.4～8.9 阿仁前田 

参加日程が自由に選べ、日帰りも可能のキャン

プです。テント立てやクッキング、ハイキング、

川遊びなど、子どもたちが楽しめるイベントが

目白押しです。 

10 
ふれあいライブトレイ

ン運行 

30.8.4、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。 

11 
夏の大阿仁満喫フェス

タ 
30.8.5 比立内 

ムラ総出で大阿仁の山の幸や夏の味覚を持ち

寄り販売します。道の駅あに特設会場で行われ

ます。 

12 
秋田内陸線えほん読み

聞かせ会 
30.8.5 阿仁合 

実話を元に地域の方によってつくられた、熊と

人間たちの物語「アンとばさまのものがたり」

の読み聞かせ会がこぐま亭のカフェで行われ

ます。（入場無料） 

13 
あにあいＷＡＲＯＣＫ

宝さがし冒険の旅 
30.8.5 阿仁合 

阿仁合地区で大人気のＷＡＲＯＣＫ（わろっ

く）宝さがしイベントを行います。宝さがし終

了後は、お楽しみ抽選会も予定しています。 

14 
森吉山麓たなばた火ま

つり 
30.8.7 阿仁前田 

伝統芸能の競演、たなばた絵灯ろう行列、花火

など、多彩な催しが行われます。たいまつと和

太鼓のリズムが幻想的なムードへと誘う、阿仁

前田地区の夏の一大イベントです。 



15 森吉山夏まつり 30.8.11 阿仁合 

毎年恒例のイベントで、山菜などの地元特産品

の販売のほか、お昼に合わせ、「みずかやき」

の無料提供が行われます。（なくなり次第終了） 

16 森吉山自然観察会 
30.8.11、 

 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。 

17 
臨時列車「おかえりふ

るさと号」運行 
30.8.11～8.12 － 

お盆の帰省の時期にあわせ、臨時列車を運行し

ます。 

18 阿仁前田獅子踊り 30.8.13 阿仁前田 
阿仁前田 庄司家前にて、獅子踊りが披露され

ます。県指定無形民俗文化財です。 

19 根子番楽 30.8.14 笑内 

国重要無形民俗文化財に指定されている根子

番楽の公演が、旧根子小学校体育館で行われま

す。 

20 合川ふるさとまつり 30.8.14 合川 
合川健康広場にて、太鼓、仮装行列、盆踊りな

どが披露されます。 

21 合川まとび 30.8.14 合川 
祖先の霊を慰める行事として、阿仁川沿い約２

キロにわたってたいまつを灯します。 

22 
幸せの小さな紙風船上

げ 

 30.8.14、 

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。 

23 北秋田市民盆踊り大会 30.8.15 鷹巣 

鷹巣地区の伝統ある盆踊り大会です。 

毎年、住民と帰省客が一体となって盛り上がり

ます。 

24 阿仁の花火と灯篭流し 30.8.16 阿仁合 

絵灯籠を流して先祖を供養する、阿仁のお盆の

行事です。美しい灯籠絵巻が情緒たっぷりに繰

り広げられる中、花火が打ち上がります。山々

にこだまする花火は迫力満点です。 

当日は内陸線が増発されます。 

25 戸沢氏祭 30.8.16 西明寺 

戦国時代、北浦一帯を統治した戸沢氏を讃える

ためのお祭りで、お家行列や花火大会などを行

います。 

26 北秋田市民俗芸能大会 30.8.19 鷹巣 
北秋田市文化会館にて、阿仁からめ節や阿仁前

田獅子踊り、綴子大太鼓などが披露されます。 

27 

募集型企画旅行 

「第９２回全国花火競

技大会・大曲の花火」 

30.8.25 ― 
大曲の花火を鑑賞する日帰りツアーです。 

桟敷席（Ａ席）から花火を満喫できます。 

28 なかよしぽっぽ号 30.8.26 
鷹巣－ 

阿仁合 

親子の交流イベントを通じて子育てを応援す

るイベント列車が運行されます。毎年好評の企

画です。 



29 
ノスタルジックカーフ

ェスタ２０１８ 
30.8.26 － 

鷹巣駅から商店街までのパレードのほか、北欧

の杜公園で車の展示が行われます。 

30 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。 

31 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。 

32 
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。 

33 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） 

34 
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。 

 

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 

８月 秋田内陸線 イベントカレンダー 

募集型企画旅行 
「青森ねぶた祭り」 

臨時列車 

火まつり号増発 

くまくま園夏休みイベント 
・期間：H30/7/22～8/19 

阿仁の花火と灯籠流
し（臨時列車増発） 

幸せの紙風船上げ 

募集型企画旅行 
「大曲の花火」 

臨時列車おかえり 

臨時大曲の花火号増発 

ふるさと号 

幸せの紙風船上げ 

ふれあいライブトレイン 
運行日：H30/8/4、11、18、25 

無料レンタサイクル 
・貸出駅：合川駅、米内沢駅、阿仁合駅 
・期間：H30/11/4まで 

自転車輸送サービス 
・期間：H30/5/12～10/8 

大阿仁満喫フェスタ 

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 
森吉山観光パス 
発売・利用期間：H30/6/2～10/31 

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 

森吉山自然観察会 
・期間：H30/8/11、10/7 

森吉山麓たなばた 

火まつり 
秋田内陸線えほん 
読み聞かせ会 

森吉山夏まつり 

阿仁前田獅子踊り 根子番楽公演 

合川ふるさとまつ
り・まとび 

北秋田市民盆踊り
大会 

戸沢氏祭 

北秋田市民俗芸能
大会 

なかよしぽっぽ号 

ノスタルジックカー
フェスタ 


