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【平成３１年１月分】 

秋田内陸線 

イベントカレンダー 

 

（H30.12.27 現在） 

NO 名称 時期 最寄駅 内容 

1 
第４１回児童生徒県南

美術展 

30.12.1～ 

31.1.27 
角館 

県南７市町村８１校の小中学校から寄せられ

た作品が、角館町平福記念美術館で展示されま

す。 

2 

秋田内陸線阿仁合駅 

「しあわせのイルミネ

ーション」 

30.12.22～ 

31.3.15 
阿仁合 

地元の電気工事業者でつくる「阿仁電友会」が

企画し、阿仁合駅に約４，０００個の光イルミ

ネーションが設置されています。 

3 
冬のおでかけスマイル

パス受付中 

30.12.22～ 

31.3.31 

鷹巣 

合川 

米内沢 

阿仁前田 

阿仁合 

角館 

秋田内陸線「冬のお出かけスマイルパス」の受

付を行っています。「冬のお出かけスマイルパ

ス」は、期間中、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） 

4 元旦歓迎イベント 31.1.1 角館 
角館駅前蔵で、振る舞い酒などによる新年のお

もてなしが行われます。 

5 北秋田市元旦マラソン 31.1.1 鷹巣 

ファミリーコースと（２㎞）とチャレンジコー

ス（４㎞）の２部門で、熱戦が繰り広げられま

す。 

6 大太鼓叩き初め 31.1.2 鷹巣 

「大太鼓の館」展示ホール内で、上町・下町計

４つの大太鼓が打ち鳴らされます。年の初めに

大太鼓を叩くことで、豊作や町の発展を祈願し

ます。 
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7 新春野球教室 31.1.5 － 

大仙市の嶽ドームを会場に、プロ野球東京ヤク

ルトスワローズの石川雅規投手らが小学生を

対象とした野球教室を開催します。秋田内陸線

と第一建設工業株式会社の共催で、当日は鷹巣

駅→角館駅間で臨時列車を運行します。 

8 
秋田内陸線阿仁合駅 

マタギのおもてなし 

31.1.5、1.19、 

1.26、1.30 

（変更有） 

阿仁合 

北秋田市地域おこし協力隊の協力を得て、台湾

や首都圏からの団体利用客を中心に、「阿仁マ

タギ」によるお出迎えとお見送りを行います。 

（内陸線の団体利用状況により、日付は変更に

なる場合があります。） 

9 森吉山樹氷観賞 31.1.5～3.3 阿仁合 

日本三大樹氷の一つである森吉山の樹氷を観

賞できます。ゴンドラ山頂駅に樹氷スタッフが

常駐し、樹氷ができる仕組みの解説などを行い

ます。 

10 
森吉山観光パス（冬季） 

販売 

販売期間： 

31.1.5～3.3 

鷹巣 

阿仁合 

角館 

冬季版の森吉山観光パスが販売されます。秋田

内陸線・乗合タクシー・阿仁ゴンドラの各料金

がセットになっており、森吉山の樹氷をお得な

価格で観賞できます。 

11 

秋田内陸線 SPECIAL 

企画列車 

「雪見利き酒列車」 

31.1.12 

     13 

角館～ 

鷹巣 

秋田内陸線全線開業３０周年を記念し、「雪見

利き酒列車」が運行されます。鷹巣で人気の地

酒屋「佐金酒店」がセレクトする日本酒と、角

館で評判のお食事処「源八」の特製おつまみメ

ニューを、車窓からの冬景色を見ながら楽しむ

ことができます。 

12 
第１４回仙北市観光・

物産展「山の楽市」 
31.1.12～14 － 

相模鉄道三ツ境駅・三ツ境相鉄ライフ催事場に

おいて、仙北市の観光ＰＲ及び物産展が行われ

ます。 

13 
幸せの小さな紙風船上

げ 

31.1.12 

     13 

     26 

上桧木内 

伝統行事である「上桧木内の紙風船上げ」が体

験できるほか、自分だけの小さな紙風船に絵を

描き、空に浮かばせることができます。 

14 秋田内陸線市場 
31.1.19 

     20 
－ 

地場産の旬の食材や地域の特産品の販売、観光Ｐ

Ｒ等を通して、秋田内陸線沿線地域の魅力を発信

します。ＪＲ東日本「大人の休日倶楽部パス」利

用期間に合わせ、ＪＲ秋田駅東西連絡自由通路ぽ

ぽろーどで開催します。 
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15 

募集型企画旅行 

「ごっつお玉手箱列

車」 

31.1.19 

     26 

角館～ 

阿仁合 

駅に停車するたびに、地元農家のお母さんたち

手作りの料理（ごっつお）が車内に持ち込まれ

てくる内陸線名物の企画列車です。 

16 
国際樹氷サミット北秋

田市 
31.1.26 阿仁合 

今年で３回目となる「国際樹氷サミット」が、

北秋田市阿仁の阿仁ふるさと文化センターで

行われます。日本三大樹氷形成地である３市の

連携を目的に、基調講演やパネルディスカッシ

ョンなどが行われます。 

17 
秋田の食＆観光フェア

in湘南 

31.1.26 

     27 
― 

藤沢駅で行われる左記のフェアに、秋田内陸線

からもブースを出展し、物販や観光ＰＲを行い

ます。 

18 
男泣き家電ランド 

in仙北市 
～31.1.27 角館 

樺細工伝承館で、秋田県立博物館の出張展示と

して、巨大化したラジカセや家庭用ゲーム機な

どの懐かしい娯楽家電が展示されています。 

19 

秋田内陸線開業３０周

年記念企画「駅スタン

プデザイン募集」 

～31.1.31 

鷹巣 

阿仁合 

角館 

秋田内陸線開業３０周年を記念して、鷹巣駅・

阿仁合駅・角館駅の各駅に設置する、駅スタン

プのデザインを募集しています。採用された方

には、ギフト回数券や内陸線グッズなどの賞品

がプレゼントされます。 

20 
北秋田きらきらフェス

ティバル 
～31.2.3 鷹巣 

米代児童公園に展示されているＳＬや公園内の

木々のほか、鷹巣銀座通り商店街がイルミネーシ

ョンで彩られます。期間中は宝さがしやライブイ

ベントも予定されています。 

21 
特別企画乗車券「あき

たホリデーパス」 
～31.2.17 － 

ＪＲ線（エリア限定）、秋田内陸縦貫鉄道全線、

由利高原鉄道全線の普通列車が１日乗り放題の

「あきたホリデーパス」がＪＲ秋田支社から発売

中です。 

22 
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をし

ています。 

23 
雫石・田沢湖・角館 

ご当地じゃらん 
～31.3.20 － 

雫石・田沢湖・角館の各地区の飲食店や入浴施

設などでお得な特典が受けられるクーポン付

いているじゃらんが発行されています。 
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24 
佐竹北家日記にみる天

文現象展 
～31.3.29 角館 

新潮社記念学館で、佐竹北家角館当主により２

２０年間書き続けられてきた「佐竹北家日記」

の中から、日食・月食・ほうき星の出現の記録

にスポットを当て、パネルを中心とした展示が

行われています。 

25 角館冬がたり ～31.3.31 角館 

歴史案内人が角館なまりで角館の歴史、しだれ

桜の由来、雪国の暮らしぶりを語ります。期間

中の金・土・日・祝日・振替休日に、岩橋家で

開催されます。（定員あり） 

26 
北秋田市おもてなし宿

泊支援事業 
～31.3.31 － 

対象の宿泊施設で「北秋田市おもてなし宿泊プラ

ン」を利用した場合、宿泊費の一部が助成されま

す。期間中は宿泊特典も受けられます。 

27 阿仁スキー場営業 ～31.3.31 阿仁合 

森吉山阿仁スキー場の冬期ゴンドラ運行が始ま

っています。樹氷の見頃の時期にあわせ、キャビ

ン付圧雪車で夜の樹氷平へ行く「夜の樹氷観賞

会」を開催予定です。 

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 

１月 秋田内陸線 イベントカレンダー 

ワンデーオーナー号 
・募集期間：H31/3/20まで 
・運行期間：H31/3/31まで 

秋田内陸線市場 

駅スタンプデザイン募集 
・募集期間：H31/1/31まで 

あきたホリデーパス 
・期間：H31/2/17まで 

※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。 

阿仁合駅しあわせのイルミネーション 
・期間：H30/12/22～H31/3/15 

冬のおでかけスマイルパス 
・期間：H30/12/22～H31/3/31 

・元旦歓迎イベント 
         （角館） 
・元旦マラソン（鷹巣） 

大太鼓叩き初め（鷹巣） 

阿仁合駅マタギのおもてなし 
・期間：H31/1/5、1/19、1/26、1/30 

森吉山樹氷観賞・冬期観光パス販売 
・期間：H31/1/5～H31/3/3 

・山の楽市（～１４日） 
・幸せの小さな紙風船
上げ 

・幸せの小さな紙風船
上げ 

 

・幸せの小さな紙風船上げ 
・ごっつお玉手箱列車 
・国際樹氷サミット北秋田市 

雪見利き酒列車 

・ごっつお玉手箱列車 

秋田の食＆観光
フェアin湘南 

阿仁スキー場オープン期間 
・期間：H31/3/31まで 

北秋田市おもてなし宿泊支援事業 
・期間：～H31/3/31まで 

新春野球教室（大仙市） 


