
由利本荘市 商工観光部 観光振興課

開催期日 地域 イベント名 開催場所 問い合わせ電話番号 内容

7月31日（土）
～8月1日（日）

矢島 第24回矢島カップ Mt.
鳥海バイシクルクラ
シック

矢島市街部から
鳥海山五合目

大会事務局（由利本荘市矢
島総合支所産業課内）
TEL　0184-55-4953
FAX　0184-55-2157
E-mail　ysm-
sangyo@city.yurihonjo.akita.j
p

　標高差1,100mを駆け上がるヒルクライムレースで、ロード
レーサーの部とMTBの部があります。

　7/31（土）1stステージ（個人タイムトライアル）
　　8km　緩やかなアップダウンコース（長泥・木在往復コー
ス）

　8/1（日）2ndステージ（マスドスタートレース）
　　フルクラス　26km　標高差1,100mの山岳コース
　　ハーフクラス　13km　標高差400mの高原コース

　定員・資格
　　フルクラス　先着1,000名
　　ハーフクラス　先着300名
　　いずれも中学生以上
　参加費用
　　1日　6,000円
　　2日　7,500円
　申込締切
　　6月19日まで

大会HP
http://www.city.yurihonjo.akita.jp/yashima/roadrace/cycle%
20hp/top/roadrace.index.htm

7月31日（土）
～8月15日（日）

西目 ひまわりまつり 道の駅「にしめ」
周辺、イベント広
場

由利本荘市観光協会西目支
部（由利本荘市西目総合支
所産業課内）
TEL　0184-33-4615
FAX　0184-33-4189
E-mail　nsm-
sangyo@city.yurihonjo.akita.j
p

　道の駅「にしめ」に隣接する2haの花畑にひまわりが咲き誇
ります。期間中は「ひまわり迷路」、「ひまわり畑スタンプラ
リー」、大抽選会など各種イベントを開催します。

8月3日（火）
8月10日（火）
8月17日（火）

本荘 鳥海山ろく線 体験ツ
アー そば打ち体験

鳥海山ろく線（羽
後本荘駅から矢
島駅）

由利高原鉄道（株）
TEL　0184-56-2736
FAX　0184-56-2850

　成長期のお子さんの身体の発育に大切な栄養素がたくさ
ん含まれているお蕎麦、そして、お父さんお母さんの元気の
源となる体力低下防止・癌予防・脂肪肝予防・老化防止の栄
養素がたくさん含まれているお蕎麦を、こねて練って、そば打
ち体験の親子共同作業をしてみませんか。

　申込条件　小学生　何名様でも保護者1名以上引率
　参加条件　体験ツアーに参加される方は、必ず当社の列車
をご利用ください。
　※矢島駅にて切符売り体験がありますので、片道切符をご
購入ください。その切符売り体験の際は、釣り銭がいらない
ようにご準備をお願いします。往復大人1,160円、小学生580
円。
　参加料　お一人様 500円
　募集期間　6月25日（金）から
　募集人数　開催日毎 親子20名

8月5日（木）
8月7日（土）
8月8日（日）

本荘 鳥海山ろく線 釣りキ
チ三平号で行く 由利
高原観光アドベン
チャー「夏休みカブト
虫捕るとるトレイン」

鳥海山ろく線（羽
後本荘駅から矢
島駅）、花立牧場
公園

由利高原鉄道（株）
TEL　0184-56-2736
FAX　0184-56-2850

　10時30分　羽後本荘駅 集合
　11時29分　矢島駅
　12時00分　鳥海高原花立牧場公園
　※アイスクリーム作り体験、ポニー乗馬体験、カブト虫つか
み取り体験、こどもの国（自由行動）
　15時30分　矢島駅
　16時30分　羽後本荘駅

　参加料　2,980円（昼食付き、3歳まで無料、幼稚園児、由利
地域・矢島地域出発の方は500円引き）
　募集人数　親子で40名（20組、最少催行人数 20名）

　※8月5日（木）は満員です。

8月7日（土） 由利 鳥海高原由利原まつ
り

南由利原高原青
少年旅行村

由利本荘市観光協会由利支
部（由利本荘市由利総合支
所産業課内）
TEL　0184-53-2114
FAX　0184-53-2969
E-mail　yur-
sangyo@city.yurihonjo.akita.j
p

南由利原高原青少年旅行村
管理棟
TEL　0184-53-2126

　「香西かおり野外コンサート」や歌と踊りの祭典、頭上で開
く大迫力の高原花火大会等、イベントが満載です。

平成22年度　由利本荘市　観光イベント一覧 （2010年8月1日～2010年8月31日）



8月7日（土） 矢島 矢島町鮎祭り 矢島町日新館大
ホール

やしま釣具店
TEL　0184-55-2011

佐藤
FAX　0184-55-2897

佐々木
FAX　0184-56-2884

　8月8日（日）に行われる第40回子吉川鮎釣り大会＆矢口杯
の前夜祭として、漫画『釣りキチ三平』原作者の矢口高雄先
生を囲んで「矢島町鮎祭り」を開催いたします。

　受付　17時
　開会　17時30分
　閉会　20時30分

　参加費　3,000円
　申込締切　7月31日（土）
　定員　200名（先着順）

8月8日（日） 矢島 第40回子吉川鮎釣り
大会＆矢口杯

矢島町坂之下橋
（河川公園）

やしま釣具店
TEL　0184-55-2011

佐藤
FAX　0184-55-2897

佐々木
FAX　0184-56-2884

　午前中はアユ釣り大会、午後は納涼会で釣った鮎をみんな
で食べることができます。とれたてのアユを川原で食べるの
は格別です。釣りをしないかたでも太公望たちの妙技をなが
めに（天然鮎を食べに？）、ぜひお越しください。

　受付　6時から7時まで

　参加費　3,000円（オトリ代、昼食、参加賞大会記念Ｔシャ
ツ）
　※当日の遊漁券は別途購入となります。
　申込締切　7月31日（土）
　定員　100名（先着順）

8月8日（日） 矢島 鳥海山矢島口遊登山 鳥海山矢島口五
合目「祓川」－鳥
海山（七高山）山
頂

由利本荘市観光協会矢島支
部（由利本荘市矢島総合支
所産業課内）
TEL　0184-55-4953
FAX　0184-55-2157
E-mail　ysm-
sangyo@city.yurihonjo.akita.j
p

　真夏の鳥海山を満喫しながら頂上を目指す登山です。

　※開催時間　7時30分から16時まで

8月16日（月） 鳥海 第37回鳥海獅子祭り 健康広場屋外特
設会場

由利本荘市教育委員会鳥海
教育学習課
TEL　0184-57-2881
FAX　0184-27-6041

　約380年もの長い間、人々によって伝えられている獅子舞
番楽です。鳥海管内13の講中で伝承され、8月16日の夕方
から、獅子舞番楽が総出演します。

　※開催時間　17時30分から21時30分まで（予定）

http://www.yurihonjo-
kanko.jp/modules/gnavi/index.php?lid=89

8月16日（月） 由利 屋敷番楽 舞楽堂（鮎川駅よ
り車15分）

由利本荘市教育委員会由利
教育学習課
TEL　0184-53-2245
FAX　0184-53-2992（善隣
館）

由利本荘市観光協会由利支
部（由利本荘市由利総合支
所産業課内）
TEL　0184-53-2114
FAX　0184-53-2969
E-mail　yur-
sangyo@city.yurihonjo.akita.j
p

屋敷番楽保存会　熊谷均
TEL　0184-53-4100

　天明三年（1783）の大飢饉の際、本海番楽を習得した人々
が五穀豊穣・悪疫退散を願ったのが始まりとされています。
中でも「志賀団七」は歌舞伎の「碁太平記白石噺」からヒント
を得て作ったものと言われ、本海番楽にも、また他郡市にも
ない演目です。
　昭和46年、県無形民俗文化財に指定されました。

http://www.yurihonjo-
kanko.jp/modules/gnavi/index.php?lid=97&cid=71

8月21日（土）
～8月22日（日）

本荘 赤田大仏祭り 長谷寺 北内越公民館
TEL　0184-22-0319
FAX　0184-27-1010

　「赤田大仏祭り」は、神仏混淆の名残を留める全国でも珍し
い祭礼として知られ、県無形民俗文化財に指定されていま
す。
　21日午後、「赤田の大仏」の分身とされる小さな観音菩薩
像が、住職や地区の代表者らによって約1キロ離れた神明社
に運ばれ、一晩安置されます。翌22日、観音像は神輿に乗
せられ長谷寺に戻り、同時に地区内や他地域から数多くの
獅子舞が行列に参加し、豊作と家内安全を祈ります。

8月22日（日） 本荘 第27回本荘追分全国
大会

本荘文化会館 由利本荘市商工会本荘支所
TEL　0184-23-8686
FAX　0184-23-8688

　民謡の宝庫といわれる秋田において、この地域の風土を
唄い伝えている「本荘追分」。独特の節回しが難しいこの謡
を、広く全国に普及しようと毎年開催されている大会です。

8月29日（日） 本荘 2010 あきた鳥海高原
マラソン大会

南由利原高原青
少年旅行村

鳥海高原マラソン大会実行
委員会（由利本荘市観光振
興課内）
TEL　0184-24-6349
FAX　0184-24-3044
E-mail
kanko@city.yurihonjo.akita.jp

　鳥海高原を舞台に、県内外から集まったランナーが自慢の
健脚を競います。美しい鳥海山を眺めながら、緑豊かな景色
の中で、高原の風になってみませんか。
　距離設定は、鳥海山の標高2,236mにちなんだものとなって
います。

　ハーフコース　22.36km
　10kmコース
　2kmコース（2,236m）



8月下旬
～9月上旬
開催未定

西目 ぶどうまつり ハーブワールド
AKITA

ハーブワールドAKITA
TEL　0184-33-4150
FAX　0184-33-4192
E-mail　info@herbworld-
akita.com

　期間中はぶどうの摘み取りや各種イベントを開催。


