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夏油高原温泉郷で、9/26～10/13の期間に
施設利用をした人に抽選券を１枚配布し
ます(夏油高原温泉は、温泉利用のみ対象
となります)。
【景品一覧】
●600円分の入浴券(夏油山荘、夏油温泉
観光ホテル、元湯夏油、入畑温泉瀬目乃
湯、瀬美温泉、水神温泉山照園、水神温
泉湯元東館、夏油高原温泉、瀬峯坂温泉
宝珠の湯)
●北上カントリークラブ招待券
●夏油温泉観光ホテルペア入浴券
●瀬美温泉個室会食ペア券
●入浴券(瀬美温泉、水神温泉湯元東館、
　夏油高原温泉)
●水神温泉山照園宿泊券
●夏油高原スキー場１日リフト券

10 11／ 26～ 日 時間●10:00 ～ 17:00　会場●夏油高原スキー場

夏油高原紅葉トレッキング
日　時：10月11日(土)午前９時～午後３時
集　合：午前９時までに夏油高原スキー場
　　　　スキーセンター２階へ
コース：スキー場～丸子峠～夏油温泉
　　　　※歩行距離約５km。歩行時間約
　　　　　３時間。大半が下りのコースで
　　　　　す。終点夏油温泉からスキー場
　　　　　へはバスで送迎します。
定　員：30人(先着順)
参加料：１人2,500円(ゴンドラ乗車賃、保
　　　　険料、ガイド料込み)
申し込み：10月８日(水)までに夏油高原イ
　　　　　ンタープリターの会事務局(商
　　　　　業観光課☎72-8241)へ
その他：リュックサック、登山靴(スニー
　　　　カーは不可)、昼食、飲料、雨具、
　　　  着替え持参のほか、山歩きに適
　　　　した服装・準備で参加願います

土

三角沼紅葉トレッキング

日　時：10月25日(土) 午前10時～午後３時
　　　　(雨天中止)
集　合：午前９時40分　入畑駐車場
コース：ハバラ谷地
定　員：20人(先着順)
参加料：1,000円(保険料、案内料)
申し込み：10月21日(火)午後４時までに水神
　　　　　温泉山照園(☎73-6675へ)
その他：トレッキング途中、笹やぶを通り
　　　　ます。昼食、飲料のほか、長袖の
　　　　シャツ、長ズボン、帽子、軍手を
　　　　用意してください。

問い合わせ　夏油高原スキー場      ☎65-9000
                             

紅葉まつり

露店広場 ⑥夏油高原温泉
露天風呂から絶景を望むことが

できます。10:00～15:30
●料金：高校生以上600円、中
学生以下400円、未就学児無料

夏油高原温泉郷PRイベント
⑨おかみのそば屋 

10/11～13
夏油高原温泉郷のおかみさんが心
を込めて作ったそばを販売します。

夏油高原

⑤まつり本部

①ステージイベント
10/11～13

10月11日(土)
IBCラジオ｢水越かおるのすっ
ぴん土曜日｣生放送
   9:00～10:40、11:40～12:40

⑧夏油高原うまいもの市 
10/11～13

さまざまな屋台が出店します。また、
ご当地グルメもご賞味いただけます
ので、皆さんぜひお越しください。

③パークゴルフ受付
●料金(18ホール)：高校生以上600円、
中学生以下400円、未就学児無料

②夏油高原温泉郷そば
ブランド研修センターそば販売

10/11～13

紅葉色づく絶景の夏油高原へ

●北上駅～夏油高原スキー場までの無料シャトルバスを運行します

⑦きたかみの農産物PRコーナー 
10/25・26

きたかみの農産物であるアスパラ
ガスやきたかみ牛などを販売する
コーナーです。きたかみのおいし
い食材をお買い求めください。

④ゴンドラ遊覧
●料金：高校生以上1,200円、
中学生以下600円、未就学児無料

     ※期間中の土・日曜日、祝日の開催になります。

10月12日(日)
宿大乗神楽(青少年) 
                     10:30～10:50
市民団体出演
  11:00～12:00、13:00～13:50
コナミスポーツクラブ北上
ダンスチーム　14:00～14:30
エレキサウンド　
　　　　　　　14:40～15:10
10月13日(月・祝)
岩崎鬼剣舞スポーツ少年団               
　　　　　　  10:30～10:50
鬼柳鬼剣舞スポーツ少年団               
　　　　　　  11:00～11:20
御免町鬼剣舞ジュニア
　　　　　　  11:30～11:50
北上やよい会・三味線軍団
　　　　　　  13:00～14:30
岩崎鬼剣舞　  14:40～15:00

豪華プレゼントが当たる!!大抽選会
10/11～13

※パークゴルフ、ゴンドラ
遊覧、夏油高原温泉はまつ
り開催日に利用できます。

※各種イベントの内容は変更になる場合が
　あります。詳細はお問い合わせください。

①
②

③ ④
⑤

⑥

⑦ ⑧

⑨

                             商工部商業観光課      ☎72-8241
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10 月 12 日 日 午前 8 時 30 分スタート！北上総合運動公園
雨天決行

通過予想時間
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関門
第１関門･･･15.0km付近／10:30
第２関門･･･中間地点　  ／11:30
第３関門･･･28.0km付近／12:30

第４関門･･･35.0km付近／13:30
第５関門･･･42.0km付近／14:30
(第５関門は運動公園入り口)

いわて北上マラソン大会
交通規制時間帯案内
いわて北上マラソン大会
交通規制時間帯案内
いわて北上マラソン大会
交通規制時間帯案内

❶ 5.0km 白金運輸㈱北上営業所付近……… 8:45 ～  9:15
❷ 10.0km 国見橋付近………………………… 9:00 ～ 10:00
❸ 13.0km 展勝地レストハウス付近………… 9:10 ～ 10:25
❹ 19.0km 黒岩小学校入り口付近…………… 9:30 ～ 11:20
❺ 24.0km 昭和橋付近………………………… 9:50 ～ 12:00
❻ 31.0km ホテルシティプラザ北上付近……10:10 ～ 13:05
❼ 36.0km ㈱エレック北上付近……………… 10:30 ～ 13:50
❽ 42.0km 北上総合運動公園入り口…………10:50 ～ 14:30

8:30～14:30

8:30～10:00

9:00～11:00

9:30～12:00

9:30～13:00

10:00～13:30

10:00～13:00

※大会開催時間は、8:30～14:30です。

START  8:30

9:00～

※　と　の区間の　　が交通規制時間帯です。

11:30

(ランナーの制限時間)

通過予想時間

九年大橋

北上総合運動公園

 　
問い合わせ　　いわて北上マラソン大会実行委員会 (まちづくり部スポーツ推進課内)

 　　　　　　　　☎72-8270   大会ホームページ　http://marathon.kitakamicity.com/

～｢交通規制へのご協力｣｢選手へのご声援｣のお願い～

　『2014いわて北上マラソン大会』は10月12日
(日)、北上総合運動公園を発着点にフルマラソン
(42.195km)の部とロードレースの部が市内の一般
道を利用して開催されます。
　ロードレースの部では10kmに加え５kmの部を
新設。全国から昨年より約300人多い2,590人の選

手がエントリーし市内を駆け抜けます。選手が通
過する時間帯を中心に、マラソンコースや周辺道
路は交通規制が行われます。市民の皆さんにはご
迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い
します。併せて、沿道での温かいご支援やご声援
をお願いします。

いわて北上マラソン大会2014


