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【平成３１年３月分】 

秋田内陸線 

イベントカレンダー 

 

（H31.2.27 現在） 

NO 名称 時期 最寄駅 内容 

1 夜の樹氷観賞会 

31.3.1 

     2 

     3 

阿仁合 

キャビン付き雪上車で樹氷平まで移動し、闇夜

に浮かび上がる樹氷を観賞します。天気が良け

れば、満天の星空や夜景も楽しめます。 

2 

秋田内陸線 SPECIAL 

企画列車 

「雪見利き酒列車第３弾

～幻のどぶろくで名物お

でんとがっこ～」 

（締切済み） 

31.3.2 
角館～ 

鷹巣 

秋田内陸線全線開業３０周年を記念し運行さ

れた「雪見利き酒列車」の第３弾が実施されま

す。今回は打当温泉マタギの湯が提供する幻の

どぶろくと、仙岩峠の茶屋の名物おでんなど

を、車窓からの冬景色を見ながら楽しむことが

できます。 

（既に定員に達しているため締め切りとなっ

ております。） 

3 幸せの小さな紙風船上げ 
31.3.9 

      23 
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。 

4 
劇団わらび座ミュージカ

ル「為三さん」 
31.3.10 鷹巣 

浜辺の歌音楽館３０周年記念事業として、「浜

辺の歌」、「秋田県民歌」を作曲した成田為三

の生涯を描いた劇団わらび座ミュージカル「為

三さん」の特別公演が行われます。会場は北秋

田市文化会館です。 

5 
秋田内陸線阿仁合駅 

マタギのおもてなし 

31.3.15 

     23 

     30 

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。） 
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6 ダイヤ改正 31.3.16 ― 
ＪＲ東日本の時刻改正にあわせ、秋田内陸線の時

刻が改正されます。 

7 

来てみねが！！阿仁スキ

ー場 スノーフェスティ

バル 

31.3.17 阿仁合 

地元スキークラブ会員が、阿仁スキー場の楽しみ

方を紹介します。アルペン大回転のデュアルレー

スのほか、高所作業車を使った特大ＵＦＯキャッ

チャーなど、多彩な催しが行われます。 

8 
大阿仁雪上レクリエーシ

ョン大会 
31.3.17 比立内 

長い冬の楽しみと住民の親睦として昨年復活し

た「雪上レクリエーション大会」が今年も開催さ

れます。肥料袋すべりや雪上綱引きなど様々な競

技を行うほか、中学生以下の子どもを対象とした

ちびっこプログラムもあります。 

9 合川まとび 31.3.21 合川 

北秋田市合川地区に千年以上も前から伝わると

される伝統行事です。たいまつをかかげた子供た

ちが山の上や川の土手で火を灯します。 

10 おひな様列車運行 ～31.3.3 ― 

北秋田のおひなまつりの開催に合わせ、秋田内

陸線急行列車の車内をつるし雛等で飾り付け

した「おひな様列車」を運行しています。 

11 北秋田のおひなまつり ～31.3.3 阿仁合 

阿仁ふるさと文化セン

ターを主会場に、沿線

地域のひな人形やつる

し雛などのひな飾りを

展示しています。２、

３日（土、日）には花

椿のキーホルダーを制

作する手芸体験や文化

箏の生演奏、最終日の

３日にはおしるこの振

る舞いが行われます。 

 

 

12 森吉山樹氷観賞 ～31.3.3 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。 
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13 
森吉山観光パス（冬季） 

販売 

販売期間： 

～31.3.3 

鷹巣 

阿仁合 

角館 

冬季版の森吉山観光パスが販売されています。

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。 

14 角館雛めぐり ～31.3.10 角館 

歴史ある角館に数多く残されている、代々受け

継がれてきた享保雛や古今雛の古雛、押絵雛や

土人形のお雛様等を展示します。お雛様にちな

んだ色とりどりの雛御膳やスタンプラリー、ガ

イドとともに町歩きを楽しむガイド付き雛め

ぐりなど、企画も満載です。 

また、今年は３／３におしるこの振る舞いなど

も行う予定です。 

15 くまくま園冬眠見学会 
～31.3.11 

（土日のみ） 

阿仁 

マタギ 

くまくま園で、左記見学会が開催されています

（要予約）。飼育員の解説のもと、熊の冬眠に

ついて学習できる貴重な機会となっています。 

16 

秋田内陸線阿仁合駅 

「しあわせのイルミネー

ション」 

～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、夜の阿仁合駅を彩る約４，０００個の

光イルミネーションが点灯しています。 

17 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。 

18 
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が付い

ているじゃらんが発行されています。 

19 
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２２

０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。 

20 雪国衣装体験 ～31.3.31 角館 

角館歴史村青柳家において、雪国衣装体験を行っ

ています。どんぶくやわらぐつなどを身に付け

て、地域の冬の暮らしぶりが体験できます。 

21 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

れています。（定員あり） 
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22 
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。 

23 
こぐま亭×ハローキティ 

コラボレストラン営業中 
～31.3.31 阿仁合 

阿仁合駅構内にある、里山レストラン＆カフェ

「こぐま亭」と、北秋田市ふるさと大使である「ハ

ローキティ」が期間限定でコラボレストランを営

業中です。コラボメニューをご注文で、オリジナ

ルコースターやランチョンマットなどのプレゼ

ントがもらえます。 

24 
冬のおでかけスマイルパ

ス受付中 
～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） 

25 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。 

26 角館のひな人形展 ～31.4.7 角館 

桃の節句にちなんだ恒例の展示で、今年は古

雛・押絵・土人形を展示しています。代々大切

に保存伝承されてきたおひな様の数々を是非

ご鑑賞ください。場所は、角館樺細工伝承館で

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 

３月 秋田内陸線 イベントカレンダー 

冬のおでかけスマイルパス 
・期間：H31/3/31まで 

幸せの小さな 

    紙風船上げ 

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 

ダイヤ改正 

雪見利き酒列車第3弾 
「幻のどぶろくで名物お
でんとがっこ」 

おひな様列車（急行もりよし号） 
・期間：H31/3/3まで 

夜の樹氷鑑賞会 

      （～３日） 

・阿仁スキー場 

 スノーフェスティバル 

・大阿仁雪上 

 レクリエーション大会 

合川まとび 

北秋田の 
おひなまつり 

森吉山樹氷観賞・冬期観光パス販売 
・期間：H31/3/3まで 

角館雛めぐり 
・期間：H31/3/10まで 

くまくま園冬眠見学会 
・期間：H31/3/11までの土日 

角館のひな人形展 
・期間：H31/4/7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。 

劇団わらび座 

  ミュージカル 

    「為三さん」 

幸せの小さな 

    紙風船上げ 


