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 こんにちは。皆様お元気でお過ごしですか？ 

 能代は、秋の気配を感じるようになったかと思ったら、また、日中、真夏日のような暑さになった

りと不安定な天候で、なんだか変な感じです。 

 夏の終わりを惜しむイベント「おなごりフェスティバル」も近づいてきました。 

 今年は、マス席等の販売が大変好評なので、大勢の方が能代にいらっしゃるのではと期待していま

す。 

先日２３日、能代市で撮影した映画「コドモのコドモ」の試写会が能代市文化会館で開催されまし

た。 

能代市と分かりつつも、映像を通して見る風景はまた違った感じで素敵に映っていました。 

皆さんの知っている場所や人が映っているかもしれませんよ。 

また、この映画がシネマ・シンジケート第１回選定作品として、全国の映画館主が選ぶこだわりの

1 本に選ばれました。 

 東京での上映は９月２７日からです。ぜひ、ご覧ください。 

 

 イベント情報（確定分）  

 

2008おなごりフェスティバルin

能代 

９月１３日     

 

実行委員会（能代地域活性化協議会） 

 0185-54-6760 

 

 ２００８おなごりフェスティバル 指定席販売 

  ■一般発売中 

  ●前売り席の種類 

  ・イ ス 席 「１名様用」（販売価格￥１，５００） 

  ・桟 敷 席  完売しました。 



能代なべっこ遠足in風の松原 

 

１０月５日     

 

能代観光協会（能代市観光振興課内） 

0185-89-2179 

■能代なべっこ遠足 in 風の松原 

    昔懐かしいなべっこ遠足（きりたんぽ鍋）を大勢で楽しみます。 

  材料や鍋、コンロ、シートなど一切準備は不要です。 

  食彩人のきりたんぽ鍋を風の松原で青空の下味わいましょう。 

   日 時 平成２０年１０月５日（日）午前１１時～午後３時 

   場 所 風の松原「憩いの広場」 

   参加費 （１人）１，５００円  小学生以下１，０００円 

    人 数 ５００人 

 

ＪＲ能代駅開業１００周年 

記念イベント 

１０月１１．１２日   

  

能代観光協会（能代市観光振興課内） 

0185-89-2179 

■ＪＲ能代駅開業１００周年記念イベント 

  ＪＲ能代駅の開業１００周年を記念したイベントです。 

  駅前広場で記念式典やステージイベント､テント村の設置などを行うほか､能代周遊 

 タクシーの運行､二ツ井白神郷土の森へのバスツアーなども計画しています。 

  開 催 日 １０月１１日（土）、１２日（日） 

 

■駅からハイキング 能代駅開業 100 周年 木都・能代／風の松原の歴史をたどる 

   上記と同時開催：１０月１１日（土） 

  お問い合わせ 駅からハイキング事務局 ０３－５７１９－３７７７ 

    応募期間 ９月１０日（水）～１０月８日（水）予約が必要です。 

 

イベント新着情報  

きみまちの里フェスティバル 

（マラソン） 

 

（物産販売） 

 

１０月１９日  

 

１０月１８日、１９日  

きみまち二ツ井マラソン事務局 

二ツ井町総合体育館内 

 0185-73-6111 

 

■優勝者は、ホノルルマラソンご招待（２名）です。 

 申込受付が始まっています。ふるってご参加ください。当日の受付は朝７時から９時まで。 

  参加料 ペア１組 ３，０００円（ただし、１名は小学生） 

     一般    ２，５００円 

     高校生以下 １，０００円 

 

 



 情 報   8/5～31 まで 

 

 イベント  

●ロケ地能代で「コドモのコドモ」試写会 

 昨年夏、今年冬と 2 シーズンにわたって能代市内で撮影が行われた映画「コドモのコドモ」（萩生

田宏治監督）の試写会が 8 月 23 日、市文化会館大ホールで開かれました。小学 5 年生が妊娠、出産

する題材がロケ地・能代でも賛否両論を呼びましたが、「どんな映画になるんだろうと思っていたが、

作品としてしっかりしている」「少し温かい気持ちになる映画」などと観客は好意的に受け止め、「能

代の情景がきれいで見直した」とスクリーンの中のわが街に見入っていました。  (北羽記事 8 月 24

日) 

 

 観光関係  

●杉の板塀 浄明寺に／能代市桧山 

 桧山安東氏ゆかりの寺と伝えられる能代市桧山の浄明寺に、秋田杉の板塀が完成しました。桧山地

域まちづくり協議会が景観づくりの一環として行ったもので、県指定文化財に登録されている山門の

左右に 25 メートル余にわたり整備しました。 

●秋田・ソウル便、今冬も運航継続 

 大韓航空は、秋田・ソウル国際定期便（秋田空港―仁川空港）の次期運航スケジュールを発表し、

これまでと同様に月・木・土曜日の各 1 往復で、一度は運休が決定された同路線は今冬も継続される

ことになりました。 

●スズムシ販売が大反響／杉ちょくん 

 能代市二ツ井町の道の駅ふたついの農産物直売所「きみまち杉（さん）ちょくん」で、虫かごに入

ったスズムシが販売されていて、買い物客らの人気を集めています。県内はじめ東京などからも注文

が入っていて、二ツ井から各地にスズムシの音色が発送されています。 

●白神のふもとに完成 宿泊施設「清流荘」 

 藤里町真名子に町が設置し、地域住民が運営する宿泊施設「白神山地いやしの宿 清流荘」がオー

プンしました。 

白神のふもとで地域住民と登山客、散策客らが触れ合いを深めるなど交流人口を拡大するほか、地

元への経済的メリットなども期待されています。町では白神を核にしたエコツーリズム、グリーンツ

ーリズムの推進を目指しています。 

●白神料理の「森のえきプレート」人気 

 藤里町商工会青年部で同町にある観光案内所兼特産品販売所「白神山地森のえき」で特製メニュー

「森のえきプレート」を始め、人気を得ています。このプレートは白神こだま酵母パンをはじめ地元

の食材にこだわった料理を一つの皿に凝縮したもので、白神の味を現代風にアレンジしています。 
白神山地(岳岱)に行った際はぜひお立ち寄りください。 
 
 
  



 食  

●「白神の塩」発売 八峰農水加工施設 

 八峰町八森で、八森沖の海水から作る粗塩「八峰白神の塩」を商品化しました。町内の産直施設な

どで販売しています。 

 食べてみました。「海水」って感じの味で美味しかったです。 

スタンドパック 100ｇ入 350 円、パッケージ    125ｇ入 500 円 

製造窯元：八峰白神自然食品㈱ 

     〒018-2623 山本郡八峰町八森字滝の間 324-5 

       TEL 0185-70-4755 FAX 0185-70-4757 

●特産ナシの収穫始まる 八峰町峰浜地区 

 八峰町峰浜地区で、特産のナシの収穫が始まりました。今年は、適度な日照時間と雨量があり出来

は上々とのことです。 

●沖縄に JA ンビニ“姉妹店” 

 JA 秋田やまもとが三種町鹿渡で運営している JA ンビニ ANN・AN（アンアン）の“姉妹店”が、

沖縄県に出店することになりました。JA おきなわが、地産地消による食の安全・安心や手作りを大

切にするコンセプトに共感し、豊見城市の道の駅（申請中）に隣接する地域振興施設（仮称）に全国

2 例目となる JA 版コンビニを導入することになりました。 
 沖縄で秋田の味が楽しめるなんて…米粉のクロワッサンオススメです。 
 

 自然  

●米代川の水質東北 12 位 国交省 

 国土交通省東北地方整備局が東北地方の 1 級河川水質ランキング（19 年調査）を発表し、BOD（生

物化学的酸素要求量）年平均値の平均（同じ場合は BOD75％値の平均）による評価で米代川は、24

河川中 12 位でした。(昨年の 17 位） 

米代川は、BOD 年平均値が 1 リットル当たり 1.0 ミリグラムで前年と同じです。ランキング 1 位は

阿武隈川水系の荒川（福島県）で 0.5 ミリグラムでした。  

 

 その他   

●石炭灰の移出本格始動 能代火力発電所 

 東北電力能代火力発電所は、石炭専焼で生じた石炭灰を運搬船で移出する船積み設備設置工事が完

成し、8 月 11 日から本格運用を開始しました。セメント原料などに有効利用を図るとともに、埋立

地の延命や資源循環のルートづくりなどが狙いです。 

フル稼働で年間約 30 万トン排出される石炭灰の約半分以上を県外のセメント工場に引き取っても

らうことにしています。 

リサイクルポート指定の能代港の新たな活用策として関係者の期待も高いです。 

●明かり優しい七夕灯ろう話題 市木の学校 

 能代市木の学校が製作した明かりがともるオール秋田杉製のミニ能代七夕（灯ろう）が話題になっ

ています。明かりは、シャチや杉の木目を浮かび上がらせ、よりぬくもりを感じさせます。 



●能代高の 2 人 世界大会へ ARDF 

 能代高無線部の佐藤有早さんと佐々木詩穂さんが、9 月 2 日から韓国・華城市で開かれる第 14 回

ARDF（アマチュア無線方向探知）世界選手権大会に出場します。同部員が世界大会に出場するのは今

回が初めてです。 

●高齢化率、藤里 38.1％で全県 2 位 

 県長寿社会課がまとめた 20 年度高齢者人口調査によると、7 月 1 日現在、能代山本 4 市町の総人

口に占める 65 歳以上の割合が、前年度を 1.0 ポイント上回る 32.6％となり、高齢化率は過去最高を

さらに更新し、特に藤里町は 38.1％で全県 25 市町村の中では第 2 位でした。上位 10 位までに山本

郡 3 町が入っています。 
 

 訂正  

■観光パンフレットの一部訂正 

 前回皆様にお届けいたしました観光パンフレットの記載に一部誤りがありますので、

訂正お願いします。 

 Ｐ８ ホテル大原（電話番号） 訂正前 ５５－２１００ 

                訂正後 ５２－２１００   

 お知らせ  

■能代観光協会ブログ『能代でらっと情報』 

能代山本地域の最新の話題を毎日、ブログで発信しています。 

お近くのパソコンでぜひご覧ください。 

  能代でらっと情報ＵＲＬ http://blog.livedoor.jp/noshiro_kanko/ 

◎能代ＰＲ大使のみなさんの近況や身近な話題、気が付いたことなど遠慮なくお知らせく 

 ださい。 

ファクシミリ  ０１８５－８９－１７７６ 

電話番号  ０１８５－８９－２１７９ 

Ｅメール  kankou@city.noshiro.akita.jp 

  

  

  

 


