
 

 

【平成３０年１０月分】 

秋田内陸線 

イベントカレンダー 
 

（H30.9.27 現在） 

NO 名称 時期 最寄駅 内容 

1 

鉄道５社 秋の観光

キャンペーン「モバイ

ルスタンプラリー」 

30.9.22～

11.25 

合川 

米内沢 

阿仁前田 

阿仁合 

東北の鉄道５社が連携し、「モバイルスタン

プラリー」を実施しています。各駅に貼られ

たポスターのＱＲコードでスタンプをゲット

すると、鉄道グッズ等が当たる抽選に応募で

きます。 

2 

JR東日本駅からハイ

キング「美しい紅葉の

中、温泉駅から東北最

長のロックフィルダ

ムを見に行こう」 

30.10.1～

10.31 
阿仁前田 

縄文時代の出土品が多数展示されている森吉

山ダム広報館や東北一の堤体長を誇るロック

フィルダムなどをめぐります。 

3 

JR東日本駅からハイ

キング 

「散策を楽しむ秋彩

角館」 

30.10.1～

11.30 
角館 

商家安藤家や佐竹北家に仕えた石黒家などを

めぐり、往時のまま残されている角館の町割

りを歩くハイキングコースです。 

4 
開館３０年記念 平

福穂庵・百穂父子展 

30.10.2～

11.18 
角館 

旧角館町の日本画家 平福穂庵・平福百穂の作

品を展示します。画家や歌人など、多面的に

活動した軌跡を鑑賞することができます。 

5 角館エキまつり 30.10.6 角館 
人力車の乗車体験やわらび座のミニコンサー

トなど、多彩な催しが行われます。 

6 
鉄道フェスティバル

in日比谷 
30.10.6～10.7 ― 

東京都日比谷公園にて開催される左記イベン

トに秋田内陸線のブースを出展し、グッズ等

の販売・ＰＲを行います。 

7 
新・秋田の行事 in仙

北 2018 
30.10.6～10.7 角館 

「角館祭りのやま行事」「土崎神明社祭の曳

山行事」「花輪祭の屋台行事」など、県内各

地の伝統芸能や祭りが、武家屋敷の街、角館

に集結します。また期間中は、臨時列車「新・

秋田の行事号」を増発し、運行されます。 



8 
くまくま園のハロウ

ィン＆マタギ共和国 
30.10.6～10.8 

阿仁 

マタギ 

期間中毎日、くまたちにカボチャやおやつを

プレゼントし、一生懸命食べる様子が見られ

ます。また、てっぽう試験やわらだなげなど、

マタギ文化ならではのゲームが楽しめます。 

9 
大阿仁満喫フェスタ

「秋のムラ市」 

30.10.6、

10.13、10.20 
比立内 

道の駅あにで野菜・きのこ・山菜などの秋の

幸を販売します。当日は地元のお母さんが作

ったきのこ汁の振る舞いも行われます。 

10 

日本警察犬協会奥羽

日本訓練チャンピオ

ン決定競技会 

30.10.7 ― 

大館能代空港周辺ふれあい緑地公園で、警察

犬の育成・強化を目的に、警察犬に対する意

識の向上および日頃の訓練の成果を競う大会

が開かれます。 

11 
愛郷愛護会米内沢駅

ボランティア 
30.10.7 米内沢 

愛郷愛護会のご厚意により、米内沢駅の外

壁・屋根の塗装が行われます。 

12 森吉山自然観察会 30.10.7 阿仁合 

ゴンドラを経由してガイドと一緒に登山道を

散策します。眼下に広がる紅葉を楽しむこと

ができます。 

13 合川駅秋まつり 30.10.7 合川 

山本郡三種町の長信田太鼓やバター餅５００

個によるもちまき等、多彩な催しが行われま

す。 

秋田内陸線臨時ブースの出展や、ないりっく

んによる賑やかしも予定しています。 

14 抱き返り渓谷紅葉祭 
30.10.10～

11.10 
角館 

東北の耶馬渓と称される抱き返り渓谷で紅葉

祭が開かれます。期間中は各種イベントが行

われるほか、角館駅－抱き返り渓谷間で臨時

シャトルバスが運行されます。 

15 
マタギと歩く森吉山

トレッキング 
30.10.13 阿仁合 

北秋田市主催の出会い創出イベントです。現

役のマタギと一緒に、自然豊かな森吉山を観

察し、ゴンドラに乗って眼下の紅葉を楽しむ

ことができます。 

16 森の撮影会 30.10.13 阿仁前田 

森吉山野生鳥獣センター周辺で、プロのカメ

ラマンと森を散策しながらの撮影会を行いま

す。 

17 

秋田内陸線スマイル

ウォーク（第７回、第 

８回） 

30.10.13 

   10.27 

阿仁前田 

西明寺 

「秋田内陸線スマイルウォーク」の第７回、

第８回を開催します。第７回は「ロックフィ

ルダムと紅葉の絶景」、第８回は「日本一の

西明寺栗を求めて・・」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。 



18 
秋彩こみち inかくの

だて 

30.10.13～

10.14 
角館 

皮革、木工、ガラスなどの出展ブースのほか、

地場産の野菜などの販売、拘りのある飲食店

等も楽しめるイベントです。 

19 

JR東日本駅からハイ

キング 

「産銅日本一を誇っ

た阿仁鉱山～見どこ

ろ満載！紅葉ハイキ

ング～」 

30.10.13～

11.11 
阿仁合 

振り向き如来像がある専念寺をはじめとする

諸寺院や、明治から続く商家湊商店の内蔵な

ど、阿仁鉱山ゆかりの地を散策するハイキン

グコースです。 

20 阿仁スキー場秋祭り 30.10.14 阿仁合 

ゴンドラ山麓駅前を会場に、きのこ汁の無料

提供のほか、きのこ、農産物など地元で採れ

た特産品の特設売店を設けます。 

21 

健康マージャンねん

りんピックメモリア

ル大会 

30.10.14 鷹巣 

北秋田市民ふれあいプラザ「コムコム」で、

老若男女どなたでも参加可能な健康マージャ

ン大会が開催されます。 

22 青い森鉄道まつり 30.10.14 － 
青森市で開催される左記のイベントに、秋田

内陸線からもブースを出展します。 

23 樺細工伝統工芸展 
30.10.19～

10.25 
角館 

「木の葉」を今年度のテーマに、磨かれた技

術で作られたこだわりの作品を一堂に展示し

ます。 

24 

JR東日本駅からハイ

キング 

「お寺を巡って心と

身体のお掃除を～法

話と座禅とハイキン

グ～」 

30.10.20 阿仁合 

地元住職による法話や、心静かな座禅を体験

できるハイキングコースです。そのほか、寺

院巡りや阿仁合地域で大人気の「ＷＡ ＲＯ

ＣＫ（わろっく）」絵付け体験などもできま

す。 

25 
秋田内陸線阿仁のご

っつおまつり 
30.10.20 阿仁合 

北秋田市役所阿仁庁舎前を会場に、沿線の多

彩なグルメや旬の食材が一同に会します。阿

仁合街歩きスタンプラリーや秋田犬とのふれ

あいなども予定しています。 

26 
紅葉の安の滝フォト

トレッキング 
30.10.21 

鷹巣 

角館 

女性限定の企画旅行で、「初心者のためのス

マホ写真講座」や「安の滝の楽しみ方講座」

を受けられるほか、地元のお母さん手作りの

マタギ弁当を味わうことができます。 

27 北秋田市産業祭 
30.10.27～

10.28 
鷹巣 

鷹巣体育館を会場に開催される北秋田市産業

祭に、内陸線再生支援室でブースを出展し、

観光ＰＲを実施する予定です。 



28 北秋田市文化祭 
30.10.27～

10.29 
鷹巣 

北秋田市文化会館及び北秋田市民ふれあいプ

ラザ「コムコム」を会場に、歌やダンスなど

活気あふれる演目が上演されるほか、力作揃

いの作品が展示されます。 

29 根子番楽 30.10.28 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、根子番楽伝承館で行われます。 

30 自転車輸送サービス ～30.10.8 
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） 

31 太平湖遊覧船運航 ～30.10.31 阿仁前田 

太平湖グリーンハウスと県の名勝天然記念物

に指定されている小又峡の入り口を結ぶ、太

平湖遊覧船が運航されています。紅葉の時期

まで運航する予定です。 

32 阿仁ゴンドラ運行 ～30.10.31 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。 

33 
無料レンタサイクル

貸出 
～30.11.4 

阿仁合 

合川 

米内沢 

阿仁合駅・合川駅・米内沢駅で、無料レンタサ

イクルの貸出を行っております。魅力あふれる

各駅周辺を、自転車に乗って気軽に散策できま

す。 

34 
ワンデーオーナー号

募集 
～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。 

35 
秋田内陸線貸切車両

半額助成 

～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。 

 

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 

１０月 秋田内陸線 イベントカレンダー 

・青い森鉄道まつり 

 

・阿仁スキー場秋まつり 

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 

・第7回秋田内陸線 

スマイルウォーク 

・森吉山自然観察会 

募集型企画旅行 
「紅葉の安の滝フォト 
 トレッキング」 

・臨時快速「新・秋田
の行事号」（～7日） 

・第8回秋田内陸線 

スマイルウォーク 

鉄道5社 秋のキャンペーン 
「モバイルスタンプラリー」 
実施期間：H30/9/22～11/25） 

森吉山阿仁ゴンドラ運行 
・運行日：H30/10/1～ 10/31 
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 
「東北最長のロックフィルダム」 
 ・利用対象期間：H30/10/1～10/31 
「散策を楽しむ秋彩角館」 
 ・利用対象期間：H30/10/1～11/30 
「産銅日本一を誇った阿仁鉱山」 
 ・利用対象期間：H30/10/13～11/11 
「法話と座禅とハイキング」 
 ・実施日：H30/10/20 

・鉄道フェスティバル
in日比谷（～7日） 

・角館エキまつり 

・合川駅秋まつり 

抱き返り渓谷紅葉祭 
期間：H30/10/10～11/10 

・マタギと歩く森吉山
トレッキング 

大阿仁満喫フェスタ「秋のムラ市」 
期間：H30/10/6、10/13、10/20 

・くまくま園ハロウィン 
 イベント（6日～） 

※期間中の主なものについて記載しております。一覧については、別紙「秋田内陸線イベントカレンダー」をご覧ください。 

・秋田内陸線阿仁の
ごっつおまつり 

北秋田市産業祭
（～27日） 

北秋田市文化祭
（～27日） 


