
【令和４年９月分】 

秋田内陸線 

イベントカレンダー 

 

（R4.8.23現在） 

 

NO 名称 時期 最寄駅 内容 

1 四季美湖まつり R4.9.4 阿仁前田温泉 

森吉四季美湖の自然を生かしたカヌー体験やダ

ム見学・堤体のぼりのほか、うまいもの物販や

クラフトコーナーなど、子どもからお年寄りま

で楽しめるイベントです。イベント当日は「阿

仁前田温泉駅」から森吉山ダムまでの無料シャ

トルバスが運行されます。 

2 角館祭りのやま行事 R4.9.7～9.9 角館 

国の重要無形文化財に指定されており、「山・

鉾・屋台」の一つとして「ユネスコ無形文化遺

産」に登録されています。 

3 
第 20回北秋田市縄文ま

つり 
R4.9.10 縄文小ヶ田 

土器土偶づくりや縄文文化の食を本格体験でき

るイベントが用意され、縄文文化に触れること

ができます。当日は無料シャトルバスも運行し

ております。詳しくは以下ＵＲＬをご覧くださ

い。 

https://www.city.kitaakita.akita.jp/archiv

e/p14754 

4 

秋田内陸線沿線を舞台

にしたローカルエッセ

イ募集中！ 

～R4.9.10 

～R4.9.30 
－ 

秋田での旅、秋田内陸線での旅をエッセイに書

いてみませんか？あなただけの旅先の経験を、

ぜひ教えてください。応募条件は不問です。執

筆活動に興味がある方、読書が好きな方、旅に

新たな拘りを持ちたい方など、どなたでもご参

加いただけます。詳しくは以下ＵＲＬをご覧く

ださい。 

https://www.akita-nairiku.com/topics/page.

php?id=745 



5 
内陸線が展望台！田ん

ぼアート 2022 
～R4.9（見頃） 

縄文小ヶ田 

阿仁前田温泉 

小渕 

上桧木内 

羽後太田 

沿線５箇所で実施している田んぼアートが見頃

となっています。上桧木内、羽後太田の田んぼ

アートは内陸線の車窓から、縄文小ヶ田の田ん

ぼアートは駅のホームから一番綺麗に見えるよ

う作られています。 

6 

【秋田内陸縦貫鉄道共

同開催】産銅日本一を誇

った阿仁鉱山～見どこ

ろ満載！夏色ハイキン

グ～ 

～R4.9.12 阿仁合 

1716 年に産銅日本一を誇った阿仁鉱山の繁栄を

感じるスポットを巡ります。秋田内陸線沿線の

渓谷美を眺めながら、是非阿仁合へお越しくだ

さい。 

7 三河義太郎日本画展 ～R4.9.25 角館 

仙北市（旧田沢湖町）出身の日本画家・三河義

太郎（みかわぎたろう 1917-1991）の日本画やパ

ステル画等の作品を約 40点展示します。 

8 
森吉山阿仁ゴンドラ運

行 

～R4.9.25 

（土日祝日） 
阿仁合 

花の百名山として知られる森吉山で夏季のゴン

ドラ運行が始まっています。 

阿仁合駅から阿仁スキー場まで乗合タクシーを

運行しています。 

9 

秋田内陸線沿線の魅力

発見！Instagramフォ

トコンテスト 2022 

～R4.9.30 － 

秋田内陸線及び沿線の魅力をテーマとした

Instagramフォトコンテストを実施しています。

優秀賞として観光列車貸切無料券を御用意して

いるほか、抽選でプレゼントも実施します。 

10 

【学生駅ハイ】古き良き

角館の歴史感じる武家

屋敷通り巡り 

～R4.9.30 角館 

秋田県立大曲支援学校せんぼく校高等部には

「観光」の授業があり、昨年度、生徒達が修学

旅行隊を案内したコースが含まれています。角

館の歴史ある建物、町並みをご堪能ください。 

11 
「内陸線沿線の畑～ス

マイルファーム 2022」 
～R4.9.30 - 

県内に向けては「秋田の魅力再発見」、県外の

方々には「秋田らしさの PR」をそれぞれ発信し、

秋田の価値を高めたいとの思いから、沿線農家

さんの旬な農作物（一部加工品）と笑顔、四季

の沿線景色をお届けしています。 

12 

秋田内陸線サイクルト

レイン自転車輸送サー

ビス 

～R4.9.30 西鷹巣～角館 

１列車につき先着５台限定、「西鷹巣駅」～「角

館駅」でご利用になれます。 

お申込みが別途必要です。自転車の積み込みは

予約制になります。乗車する１時間以上前に「阿

仁合駅」へお申込みください。 

13 角館の伝統工芸品展 ～R4.10.30 角館 

仙北市角館町に古くからある工芸品のイタヤ 

細工や白岩焼、角館春慶塗。そして伝統的工芸

品に指定されている樺細工、それらの作品が角

館樺細工伝承館に一堂に集まり展示されていま

す。 



14 
森吉山ダム 10周年記念 

2022スタンプラリー 
～R4.10.31 阿仁前田温泉 

森吉山ダムがある北秋田市を隅々まで満喫でき

るスペシャルなスタンプラリーとなっていま

す。素敵な景品がありますので、ふるってご参

加ください。 

15 

森吉ダム 10 周年記念

instagram フォトコン

テスト 

～R4.10.31 阿仁前田温泉 

対象写真は森吉山ダム・森吉四季美湖・森吉山

ダム関連の植物や風景写真。入選者 15名に世界

に 1 枚だけのオリジナルダムカードをプレゼン

ト。詳しくは森吉山ダム管理支所ホームページ

をご覧ください。 

www.thr.mlit.go.jp/noshiro/kasen/moriyoshi/ 

16 
秋田内陸線無料レンタ

サイクル 
～R4.11.3 

阿仁合 

合川 

米内沢 

今年も阿仁合駅米内沢駅合川駅でのレンタサイ

クルを実施しております。阿仁合駅、合川駅で

は内陸線ご利用の方に無料での貸出を行ってお

ります。 

・阿仁合駅 ３台 9：00～16：00 

・合川駅  ２台 7：30～14：30 

・米内沢駅 ４台 7：30～14：45 

17 
山・鉾・屋台行事応援ス

マホラリー 
～R4.12.4 角館 

ユネスコ無形文化遺産に登録された 33 の山・

鉾・屋台行事にゆかりのある地を巡り、ＱＲコ

ードを読み取りクイズに答えてスタンプを集め

ます。 

対象【角館祭りのやま行事】 

18 
鉄の３兄弟車両貸切半

額セール 
～R5.2.28 － 

普通車両の他、秋田マタギ号、笑 EMI、秋田縄文

号の貸切料金が半額となります。 

 先着 180 両ですので、お早めにお申し込みく

ださい。（予算がなくなり次第終了） 

19 

秋田内陸線リピーター

チケットプレゼントキ

ャンペーン 

～R5.2.28 － 

キャンペーンの対象切符（ワンデーパス、ツー

デーパス）を駅窓口で購入された方に、購入翌

日から利用可能な購入された切符と同じ種類の

「リピーターチケット（利用期限 R5.3.31）」を

プレゼントします。 

20 
森吉山ダム 10周年記念

ダムカード配布開始 
～R5.3.31 阿仁前田温泉 

令和４年４月に森吉山ダムの管理開始から満 10

年となることを記念して、森吉山ダム管理支所

または森吉山ダム広報館にお越しいただいた方

に通常のダムカードと合わせて、「10周年記念ダ

ムカード」をお渡ししています。 

21 よぶのる角館 ～R5.3.31 角館 

AI による配車サービスで目的地へ快適に移動で

きる新しいモビリティーサービスです。運行エ

リアは角館駅周辺、武家屋敷エリアをフリー乗

降区域にするとともに、観光のお客様に便利な

郊外の乗降場所を新たに追加します。 

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 

9月 秋田内陸線 イベントカレンダー 

※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。 

よぶのる角館 
・実施期間：R5/3/31まで 

森吉山ゴンドラ山歩 
・実施期間：R4/10まで 

自転車輸送サービス 
・実施期間：R4/9/30まで 

秋田内陸線リピーターチケットプレゼントキャンペーン 
・実施期間：R5/2/28まで 

秋田内陸線沿線の魅力発見！Instagramフォトコンテスト
2022 
・実施期間：R4/9/30まで 

秋田内陸線レンタサイクル（無料） 
・実施期間：R4/11/3まで 

四季美湖まつり 第20回北秋田市縄文まつり 


