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本キャンペーンはInstagramが関与するものではありません。／スマートフォンの設定等に関するお問い合せは、携帯電話各社または製造元のメーカーへお願
いします。／本キャンペーンに参加したこと、または入選したことに起因するいかなる損失、負債、被害、費用、その他の申し立てについて、一切責任を負いません。

注意事項

応募規定

禁止事項

審査結果は12月下旬ころに当協議会HPで発表します。
http://www.akiiwa-renkei.com

北東北の日本海側から太平洋側までの国道
13号、46号及び106号の周辺８市町で構成
され、「交流や連携の促進」「地域活性
化」「より豊かで快適な地域づくり」の
実現に向けて活動しています。
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例えばイベントごとに手でハートをつくってみたり・・・

イベントがつながる演出をしてみたり・・・

お問い合わせ
郵送の応募先

YOKOZIKU

作品中の建物や人物の肖像権、著作権等については、応募者の責任において解決してください。／他者の写り込みに注意して撮影、または許可を
取るか、写り込んでしまった写真をどうしても投稿したい場合は個人が判別できないような加工をしてください。／上記のトラブル等に関して、主催者
は一切責任を負いません。／法律上の問題が生じた場合、応募者の責任及び負担において、その一切を解決するものとします。／撮影や応募にか
かる費用の一切は応募者の負担となります。／応募作品は、入賞したか否かに関わらず、ポスターやホームページ、SNS等に無償で無制限に活用
できるものとします。／未成年の方は、保護者の同意を得た上でご応募ください。

8市町で応募者本人が撮影した写真に限ります。／写真をつなげるアプリなどの利用は可能です。／撮影に使用するカメラは限定しません。
【Instagramでの応募】Instagramの利用規約を遵守して投稿してください。／ハッシュタグに市町名とイベント名を入れてください。／応募後、審
査確定までに投稿が削除されたものは無効となります。／入賞者には公式アカウントからダイレクトメッセージを送信して通知します。／入賞作品は
無償で自由に編集できるものとします。／審査基準にいいね！やシェアは影響しません。【郵送での応募】応募いただいた作品は返却しません。／入
賞者には郵送で通知します。

本キャンペーンの運営を妨げる行為。他人のプライバシー、肖像権、パブリシティ権を侵害する行為。／公序良俗に反する行為。立入禁止、撮影禁止
場所での撮影。／他人の著作権そのほか知的財産権を侵害する行為。／他人への誹謗中傷、脅迫、嫌がらせに該当する行為。他人の名義、そのほ
か社会等の組織名を名乗る等のなりすまし行為。／法令に違反する行為。／Instagramの利用規約法令に反する行為。／その他上記に準ずる
行為。／主催者が本キャンペーンの趣旨にそぐわないと判断する行為。



いしがきミュージックフェスティバル
日時／９月23日
会場／盛岡城跡公園ほか
問合せ先／いしがきミュージックフェスティ
バル実行委員会 TEL 019-652-7182

いわて盛岡シティマラソン2022
日時／１０月２３日
会場／盛岡城跡公園前～盛岡市中央公園内
問合せ先／いわて盛岡シティマラソン実行
委員会 TEL 019-626-3111

抱返り渓谷紅葉祭
日時／１０月１０日～１１月１０日
会場／田沢湖卒田～角館広久内
問合せ先／仙北市田沢湖観光情報センター
「フォレイク」 TEL 0187-43-2111

秋彩こみち
日時／１０月２日～１０月３日
会場／仙北市角館町　落合運動公園
問合せ先／仙北市観光情報センター
「角館駅前蔵」 TEL 0187-54-2700

盛岡国際俳句大会
日時／11月20日
会場／盛岡劇場
問合せ先／盛岡国際俳句大会運営事務局 
TEL 019-623-3131

第35回全日本わんこそば選手権
日時／未定
会場／つなぎ温泉
問合せ先／盛岡三大麺普及協議会 
TEL 019-622-2252

盛岡城跡公園石垣ライトアップ
日時／１１月上旬～５月下旬（予定）
会場／盛岡城跡公園
問合せ先／盛岡商工会議所 TEL 019-624-5880

100㌔チャレンジマラソン
日時／９月２５日
会場／仙北市角館町～北秋田市鷹巣
問合せ先／実行委員会 
TEL 0186-62-1811

生保内節全国大会
日時／９月２５日
会場／仙北市田沢湖　仙北市民会館
問合せ先／生保内節全国大会事務局
TEL 0187-43-3302

第28回全県550歳野球大会
日時／７月３０日～８月１日
会場／南外山村運動広場ほか3会場
問合せ先／大仙市南外公民館 TEL 0187-74-2130

◆新型コロナウイルス感染症の発生状況等により、予告なくイベントを中止する
可能性があります。◆この情報は７月２５日時点の情報です。◆詳細については、
各種イベント問い合わせ先にご確認ください。

♯よこじく秋岩つながるキャンペーンイベント情報

八郎まつり
日時／８月16日
会場／ＪＲ大久保駅前広場 
問合せ先／実行委員会（商工観光振興課内）
TEL 018-853-5350

角館祭りのやま行事
日時／９月７日～９日
会場／仙北市角館町　町内全域
問合せ先／仙北市観光情報センター
「角館駅前蔵」 TEL 0187-54-2700

田沢湖マラソン

まつり彩夏せんぼく2022
日時／８月１５日
会場／払田柵跡内特設会場
問合せ先／史跡の里づくり委員会事務局
（大仙市仙北支所地域活性化推進室内）
TEL 0187-63-3003

第38回ドンパン祭り
日時／８月１６日
会場／大仙市 中仙支所前ドンパン広場
問合せ先／ドンパン祭り実行委員会
TEL 0187-56-2111

まほろば唐松定期能公演
日時／９月３日
会場／まほろば唐松能楽殿
問合せ先／協和市民センター「和ピア」　
TEL 018-892-3820

第42回全県500歳野球大会
日時／９月１７日～９月２１日
会場／大仙市神岡野球場ほか１７会場
問合せ先／大仙市スポーツ振興課　
TEL 0187-63-1111

全国ジャンボうさぎフェスティバル
日時／１０月上旬
会場／大仙市中仙支所前ドンパン広場
問合せ先／大仙市中仙支所農林建設課 　
TEL 0187-56-2113

大曲の花火－秋の章－花火劇場 璃（あき）
日時／１０月１日
会場／「大曲の花火」公園（大仙市大曲雄物川河畔）
問合せ先／大仙市花火産業推進課 TEL 0187-63-1111、
大曲商工会議所（花火振興事業部） TEL 0187-88-8073

第43回神岡南外花火大会
日時／９月１４日
会場／大仙市神宮寺（中川原コミュニティ公園）
問合せ先／神岡南外花火大会実行委員会
（大仙市商工会神岡支所）TEL 0187-72-4028

角間川旧三家　ライトアップ
日時／９月１０日・１１日・１７日・１８日 
17：30～20：45
会場／旧本郷家住宅（大仙市角間川町字西中上町19）
問合せ先／大仙市観光物産協会（平日）TEL 0187-88-84
81、大仙市観光情報センター（土日）TEL 0187-86-0888

第94回全国花火競技大会「大曲の花火」
日時／８月２７日
会場／「大曲の花火」公園（大仙市大曲雄物川河畔）
問合せ先／大仙市花火産業推進課 TEL 0187-63-1111、
大曲商工会議所（花火振興事業部） TEL 0187-88-8073

天王グリーンランドまつり
日時／８月２1日
会場／天王グリーンランド
問合せ先／商工観光振興課 
TEL 018-853-5350

潟上市スポーツフェスティバル2022
日時／１０月１０日（スポーツの日）
会場／鞍掛沼公園多目的広場周辺コース
問合せ先／文化スポーツ課 
TEL 018-853-5363

潟上市

秋田竿燈まつり
日時／８月３日～６日
会場／秋田市　竿燈大通り
問合せ先／秋田市竿燈まつり実行委員会
（秋田市観光振興課）TEL 018-888-5602

千秋花火
日時／９月１0日
会場／秋田市　エリアなかいち周辺
問合せ先／特定非営利活動法人あきた
元気倶楽部  TEL 018-838-0874

広小路バザール
日時／９月１８日
会場／秋田市  広小路、中土橋
問合せ先／秋田商工会議所 TEL 018-888-6674

秋田かやき祭り
日時／９月２４日～２５日
会場／秋田市　秋田駅前アゴラ広場
問合せ先／秋田商工会議所 TEL 018-888-6674

羽州街道歴史まつり
日時／１０月２日
会場／秋田市　赤れんが郷土館、民俗芸能伝承館など
問合せ先／秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課  TEL 018-888-5607

第25回ヤートセ秋田祭
日時／１０月３０日
会場／秋田市　エリアなかいちにぎわい広場
問合せ先／ヤートセ秋田祭実行委員会
TEL 018-853-9372

第35回秋田市夏まつり雄物川花火大会
日時／８月１１日
会場／秋田市　雄物川河川敷
問合せ先／秋田市夏まつり雄物川花火大会
実行委員会（秋田市西部市民サービスセンター） 
TEL 018-888-8080

大正寺おけさまつり
日時／８月２１日
会場／秋田市　雄和南体育館
問合せ先／大正寺おけさまつり実行委員会
TEL 090-8781-7403

払田柵総合案内所　企画展
日時／４月２９日～１１月１３日
月曜日休館（月曜日祝日の場合、翌日火曜日休館）
会場／払田柵総合案内所
問合せ先／大仙市文化財課 TEL 0187-63-8972

秋田市

南部よしゃれ全国大会
日時／８月６日～７日
会場／雫石町　中央公民館　野菊ホール
問合せ先／事務局 TEL 019-652-1212

雫石よしゃれ祭
日時／８月１１日
会場／雫石町　よしゃれ通り商店街
問合せ先／実行委員会（雫石商工会）
TEL 019-692-3321

しずくいし産業まつり
日時／１０月１５日～１６日
会場／雫石町総合運動公園
問合せ先／実行委員会（農林課） TEL 019-692-6493

ONSEN・ガストロノミーウォーキングin雫石・鴬宿
日時／9月１8日
会場／雫石町　鶯宿温泉エリア周辺（約9.7ｋｍ）
問合せ先／実行委員会（観光商工課）
TEL 019-692-6416

雫石町内継走大会
日時／１１月20日
会場／雫石町総合運動公園
問合せ先／事務局（雫石町スポーツ協会）
TEL 019-692-5030

第58回雫石町総合芸術祭
日時／11月4日～6日
会場／雫石町　中央公民館　野菊ホール・大会議室ほか
問合せ先／町中央公民館（生涯学習スポーツ課）
TEL 019-692-4181

第65回雫石町無形文化財芸能祭
日時／１１月２３日
会場／雫石町　中央公民館　野菊ホール
問合せ先／町中央公民館（生涯学習スポーツ課）
TEL 019-692-4181

「元祖しずくいし」軽トラ市
日時／５月～１１月 毎月第１日曜日9:00～13:00
会場／雫石町　中心商店街
問合せ先／実行委員会（雫石商工会） 
TEL 019-692-3321

雫石町

宮古港ボート天国
日時／８月７日
会場／リアスハーバー宮古
問合せ先／宮古市水産課 TEL 0193-62-2111

宮古夏まつり・海上花火大会
日時／８月11日
会場／宮古市 出崎ふ頭「しおかぜ公園」、
海上花火大会は沖合にて開催
問合せ先／宮古夏祭協賛会事務局（宮古
商工会議所内）  TEL 0193-62-3233

おらほの夏まつり
日時／８月１３日
会場／田老漁港
問合せ先／ＷＡＲＡＤＵＫＡ事務局（田老町
漁業協同組合内）TEL 0193-87-2171

やまびこフェスタ
日時／９月３日、４日
会場／道の駅やまびこ館
問合せ先／宮古市川井総合事務所 TEL 0193-76-2114

閉伊川川下り大会
日時／９月11日
会場／競技コース：閉伊川（腹帯橋付近～
湯ったり館下）　約5.5km
問合せ先／閉伊川遊イング事業実行委員会事務局
（宮古市新里総合事務所内）TEL 0193-72-2111

みやこ秋まつり
日時／９月１７日、１８日
会場／宮古市中心市街地
問合せ先／みやこ秋まつり実行委員会 
TEL 0193-65-9555

宮古市産業まつり
日時／１０月１日、２日
会場／宮古市民総合体育館駐車場
問合せ先／宮古市産業まつり実行委員会（宮古
市産業支援センター内）TEL 0193-62-2111

新里まつり
日時／例年10月第３日曜日
会場／新里トレーニングセンター特設会場
問合せ先／新里まつり実行委員会（宮古市
新里総合事務所内）TEL 0193-72-2111

川井生涯学習センターまつり
日時／１０月下旬
会場／川井生涯学習センター
問合せ先／川井生涯学習センター
TEL 0193-76-2167

川井郷土芸能祭
日時／1０月３０日
会場／川井小学校体育館
問合せ先／川井郷土芸能団体連絡協議会 
TEL 0193-76-2167

和井内ふるさと収穫祭
日時／例年11月第１日曜日
会場／宮古市和井内ふるさと会館
問合せ先／和井内ふるさと会館 
TEL 0193-83-7800

鮭・あわびまつり
日時／１１月27日
会場／田老野球場駐車場
問合せ先／田老観光イベント実行委員会事務局
（宮古市田老総合事務所内）TEL 0193-87-2971

魹ヶ埼灯台一般公開
日時／１0月
会場／宮古市重茂　トドヶ崎
問合せ先／宮古市観光課 TEL 0193-62-2111

宮古サーモン・ハーフマラソン大会
日時／１１月13日
会場／宮古運動公園陸上競技場　ほか
問合せ先／宮古サーモン・ハーフマラソン大会実行委員会
事務局（宮古市民総合体育館内） TEL 0193-62-6000

宮古市

滝沢スイカまつり
日時／８月１１日（山の日）
会場／ビッグルーフ滝沢
問合せ先／農林課 TEL 019-656-6538

滝祭（滝沢市産業まつり・滝沢市商工会まつり）
日時／８月２７日～２８日
会場／ビッグルーフ滝沢
問合せ先／滝沢市商工会 TEL 019-684-6123

滝沢市

盛岡さんさ踊り
日時／８月１日～４日
会場／盛岡市　中央通
問合せ先／盛岡さんさ踊り実行委員会 
TEL 019-624-5880

盛岡花火の祭典
日時／10月10日
会場／盛岡市内（未定）
問合せ先／盛岡花火の祭典実行委員会（盛岡
商工会議所都南支所）TEL 019-638-3399

盛岡舟っこ流し
日時／８月１６日
会場／盛岡市　北上川 明治橋上流
問合せ先／盛岡舟っこ流し協賛会 TEL 070-5621-6210

啄木の里ふれあいマラソン大会
日時／９月４日
会場／盛岡市渋民運動公園
問合せ先／啄木の里ふれあいマラソン大会
実行委員会 TEL 019-683-1636

盛岡秋まつり山車
日時／９月１４日～１６日
会場／盛岡市　盛岡八幡宮他
問合せ先／（公財）盛岡観光コンベンション協
会山車運行委員会 TEL 019-621-8800

盛岡市

～近代の東北三大地主～国指定名勝 
「旧池田氏庭園」 一般公開
日時／４月２９日～１１月１３日
月曜日休園（月曜日祝日の場合、翌日火曜日休園）
会場／旧池田氏庭園（入園有料）
問合せ先／大仙市文化財課 TEL 0187-63-8972

～明治の秋田三大地主～国登録有形
文化財 「旧本郷家住宅」一般公開 
日時／４月２９日～１１月１３日
月曜日休館（月曜日祝日の場合、翌日火曜日休館）
会場／旧本郷家住宅（大仙市角間川町字西中上町１９）
問合せ先／大仙市文化財課 TEL 0187-63-8972

大仙市

仙北市

日時／９月１８日
会場／仙北市田沢湖　田沢湖畔と町内コース
問合せ先／田沢湖マラソン事務局（仙北市
観光文化スポーツ部  スポーツ振興課内）
TEL 0187-43-1116

【オモテ】
・ハッシュタグの部分の「＃雫石よしゃれまつり」→「＃雫石よしゃれ祭」 
への修正
【ウラ】
・雫石よしゃれ祭の会場を「中心商店街」→「よしゃれ通り商店街」への修正
・雫石町内継走大会の問い合わせ先を「雫石町体育協会」→「雫石町スポー 
ツ協会」への修正
・前回の報告では『「元祖しずくいし」軽トラ市』を報告していましたが、 
削除になっております。
紙面内容が多すぎなことからの削除でよろしいでしょうか。
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