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｛鳴子温泉郷｝観 光 情 報
鬼首温泉・中山平温泉・鳴子温泉・東鳴子温泉・川渡温泉

＜平成２５年１０月分＞ (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102
◎鳴子音楽祭「湯の街ストリートジャズ ｉｎ ＳＰＡ鳴子」開催のお知らせ
●第６回目になる鳴子音楽祭2013「湯の街ストリートジャズ in ＳＰＡ鳴子」の開催
日が決定しました。今年のテーマは「アイラブ温泉。アイラブ音楽。アイラブ鳴子。」
震災復興支援！元シャープス＆フラッツメンバーが出演します。
≪１日目≫平成２５年１０月５日（土）
【昼の部】１２：００～１７：００
【会 場】「湯めぐり広場ステージ」、「ほっとパークステージ」、「一ノ蔵ステージ」
【夜の部】１９：００～２１：００
【会 場】「湯の街通りステージ」
≪２日目≫平成２５年１０月６日（日）
【昼の部】１１：００～１５：００
【会 場】「湯めぐり広場ステージ」、「ほっとパークステージ」、「一ノ蔵ステージ」
【問合せ】 鳴子音楽祭実行委員会(鳴子温泉旅館組合) TEL 0229-83-3441
◎鳴子音楽祭｢湯の街ストリートジャズinＳＰＡ鳴子｣に「リゾートみのり」で行こう！

●鳴子音楽祭の開催日に「リゾートみのり」に乗ると特典がいっぱいあります。
【運転日】平成２５年１０月５日（土）・６日（日）
【下り】仙台9:25⇒古川10:16⇒川渡温泉10:50⇒鳴子御殿湯10:55⇒11:00鳴子温泉
【上り】鳴子温泉16:00⇒鳴子御殿湯16:04⇒川渡温泉16:09⇒古川16:45⇒17:37仙台
【料金】乗車券と指定券が必要です。
【特典】下り列車にご乗車頂くと次の特典が付いています。
①２号車イベントスペースで生演奏。（古川～鳴子御殿湯）
②滝の湯入浴券と日本酒利き酒券のプレゼント
【問合せ】鳴子観光・旅館案内センター 0229-83-3441
◎二宮荘「平成２５年ヨガ湯治」のご案内
●健康は、毎日の積み重ねによってつくられると言われます。
ヨガは、体を緊張させたり弛緩させたりを繰り返して、筋肉を鍛える効果があります。
次第に呼吸がゆっくりになり、気持ちも落ち着きます。
自分と向き合う時間を過ごしませんか？お待ちしています。
【開催日時】 【体験内容】
１０月 ５日（土）１０時～１６時 新米と発酵食品試食会とヨガ
【場 所】民宿旅館 二宮荘 【ＨＰ】http://ninomiyasou.com
【料 金】一泊二日（３食付）８５００円 日帰り（昼食付）３０００円
【申込先】ヨガサークル「ヨガ･野菜･元気」（民宿温泉 二宮荘内）

TEL0229-83-3778 〒989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字馬場136

◎鳴子温泉郷の紅葉の見所案内【時期は例年の場合の見込です】

＊１０月中旬頃から 鬼首観光道路、潟沼(射撃場)
＊１０月下旬頃から 鳴子峡、禿岳、ﾘｿﾞｰﾄﾊﾟｰｸｵﾆｺｳﾍﾞ､鬼首道路108号線､小黒ヶ崎
【問合せ】鳴子観光・旅館案内センター TEL 0229-83-3441

２

◎定期観光バス「鳴子温泉・平泉号」運行のお知らせ

●定期観光バス「鳴子温泉・平泉号」が運行されます。
＊鳴子温泉と平泉は、義経や芭蕉ともゆかりのある所です。平泉の世界遺産に登録さ
れた「中尊寺」や「毛越寺」の見学に便利な定期観光バスをご利用下さい。
【往 路】車湯バス停8:30⇒鳴子峡(車窓より紅葉を見学)⇒車湯バス停9:10⇒東鳴子
温泉⇒川渡温泉⇒9:30あら伊達な道の駅9:45⇒古川ＩＣ⇒一関ＩＣ⇒10:55サハラガ
ラスパーク(見学)11:30⇒達谷窟毘沙門堂(車窓見学)⇒11:50 毛越寺(見学)12:20⇒
12:30中尊寺レストハウス/中尊寺(見学)/中尊寺レストハウス14:50⇒15:10一ノ関駅
【復 路】中尊寺レストハウス14:50⇒15:10一ノ関駅15:15⇒国道４号・３９８号・
４５７号線経由⇒あら伊達な道の駅⇒川渡温泉⇒東鳴子温泉⇒17:00車湯バス停
【運行日】平成２５年１０月５日(土)～１１月４日(月)の土・日・祝日に運行
〖 往 復〗 鳴子温泉～中尊寺～鳴子温泉 大人４,３００円 小人２,１５０円
〖 往 路〗 鳴子温泉～中尊寺～一関駅 大人３,０００円 小人１,５００円
〖 往 路〗 鳴子温泉～中尊寺 大人２,８００円 小人１,４００円
〖 復 路〗 中尊寺～一関駅～鳴子温泉 大人１,７００円 小人 ８５０円
〖 復 路〗 一関駅～鳴子温泉 大人１,５００円 小人 ７５０円
【その他】自由昼食、毛越寺・中尊寺拝観料別途
【予 約】宮交仙台高速バスセンター TEL022-261-5333
【問合せ】ミヤコーバス古川営業所 TEL0229-22-1781
◎鳴子峡臨時運行バス「紅葉号」運行のお知らせ

●鳴子峡の紅葉見物に便利な路線バス。湯めぐりにも便利です。
【運行期間】１０月１２日～１１月１１日
【運行区間】鳴子温泉駅～日本こけし館～鳴子峡～しんとろの湯～中山平温泉駅
【問合せ】ミヤコーバス古川営業所 TEL 0229-22-1781

下りバス時刻（中山平温泉駅行き）※臨時便は10月19日～11月10日に運行
バス停留所 (運賃) 1便 3便 臨時便 5便 7便 9便 11便

鳴子温泉駅前 (＊＊) 8:30 10:15 11:10 12:10 13:10 15:10 16:10

車湯バス停 (130円) 8:33 10:18 11:13 12:13 13:13 15:13 16:13

鳴子峡鳴子口前 (200円) 8:37 10:22 11:17 12:17 13:17 15:17 16:17

日本こけし館前 (200円) 8:39 10:24 11:19 12:19 13:19 15:19 16:19

鳴子峡中山平口前 (310円) 8:43 10:28 11:23 12:23 13:23 15:23 16:23

しんとろの湯 (400円) 8:47 10:32 11:27 12:27 13:27 15:27 16:27

中山平温泉駅前 (400円) 8:48 10:33 11:28 12:28 13:28 15:28 16:28
上りバス時刻（鳴子温泉駅行き）※臨時便は10月19日～11月10日に運行
バス停留所 (運賃) 2便 4便 臨時便 6便 8便 10便 12便

中山平温泉駅前 (＊＊) 9:00 10:40 11:35 12:35 13:30 15:30 16:35

しんとろの湯 (130円) 9:01 10:41 11:36 12:36 13:31 15:31 16:36

鳴子峡中山平口前 (170円) 9:05 10:45 11:40 12:40 13:35 15:35 16:40



３

日本こけし館前 (280円) 9:09 10:49 11:44 12:44 13:39 15:39 16:44

鳴子峡鳴子口前 (280円) 9:11 10:51 11:46 12:46 13:41 15:41 16:46

車湯バス停 (370円) 9:15 10:55 11:50 12:50 13:45 15:45 16:50

鳴子温泉駅前 (400円) 9:18 10:58 11:53 12:53 13:48 15:48 16:53

◎鳴子峡駐車場「季節有料化」のお知らせ

●鳴子峡中山平側の第１・２・３駐車場は秋に一時有料になります。
【期 間】１０月１２日（土）～１１月１７日（日） 【時 間】終日
【料 金】大型車1,000円(定員30人以上) 中型車700円(定員11人～29人)

普通車 500円(上記以外) バイク200円 ＊１回当たりの料金です。
【駐車台数】バス12台・乗用車253台
【問合せ】鳴子峡レストハウス TEL0229-87-2050
◎オニコウベ・ワンデーマーチウォーク2013 ～秋編～

●雄大な禿岳や清流荒雄川など鬼首の自然に浸りながら、のんびり歩いてみませんか。
【日 時】１０月２０日（日）８：３０受付開始
【場 所】オニコウベスキー場レストハウスかむろ集合
【料 金】大人５００円 小学生３００円 ＊持ち物：昼食持参(味噌汁は出ます)
【申込み】〆切日１０/１６6 ＊定員１２０名
【問合せ】鬼首地区公民館 TEL0229-86-2206
◎「こいこい市場」開催のお知らせ
●地元農家の元気なお母さん達が出店している「こいこい市場」安くて新鮮な旬の野
菜とためになる雑談が楽しめます。
【開催日】７月～１１月下旬＊毎週土・日曜日 【時 間】９：００～１４：００
【場 所】ＪＡ石ノ梅工房前
【問合せ】民宿旅館 二宮荘 TEL 0229-83-3778
◎「やまが旬の市」開催のお知らせ
●とりたての山菜・きのこなどの豊富な山の幸、心を込めて作った旬の野菜各種、郷
土の漬物などの加工食品多種を販売。皆様のあいでを笑顔でお待ちしています。
【開催日】５月２５日～１１月１０日の毎週土･日曜日と土日と連続する祝日も開店
＊１０月２０日（日）は恒例のお客様感謝デー
【時 間】８時３０分～１５時００分
【場 所】鳴子温泉鬼首中川原地区内（国道１０８号線沿い）
【問合せ】やまが旬の市TEL0229-86-2780
◎観光施設の定休日のお知らせ
◇月曜日が定休日の観光施設
●「たかはし亭」TEL0229-81-1510

◇火曜日が定休日の観光施設
●手打ち板そば「藤治郎」TEL0229-87-2322

◇水曜日が定休日の観光施設
●かんけつ泉TEL0229-86-2233

(但し、10/23（水）,10/30（水）は休み無し,11/6は天気次第,12/1～3/末冬期休業）

４

◎地大豆湯治＠鳴子温泉郷のお知らせ
●地大豆湯治とは、「半農半湯」という新しいライフスタイルです。
遊休耕地に地大豆の種をまき、育成、収穫、加工までを自分たちの手で行う自給型

のライフスタイルを1200年の歴史を持つ古湯、鳴子温泉郷から発信します。
土で放電、温泉で充電。これからは湯治場でアース＆チャージの時代です！

【2013畑スケジュール】 ＊天候や生育状況によって変更になる場合があります。
１０月～１１月上旬 収穫と乾燥（収穫後、大豆を自然乾燥）
【参加費】年間１口５０００円のオーナー制となっております。
【オーナー特典】・収穫物（味噌など）がもらえる・イベントにオーナー優待料金で参
加できる・旅館大沼の年間入浴パスポート3,000円→2,000円の特別価格にて提供
【問合せ】地大豆湯治＠鳴子温泉郷・コーディネーター大沼伸治 090-7660-3725
◎リゾートパークオニコウベの情報
●オニコウベの秋三昧
「レストハウスかむろ」秋の限定メニュー（予約制）

■いも煮セット
（いも煮[みそ味]・きのこご飯・季節の小鉢・ミニうどん・お新香）

・大人１２６０円 子供１０５０円
■バーベキュー＆いも煮セット（バーベキューも楽しめるオススメいも煮セット）
・大人２３１０円 子供１７８０円
●鬼そばまつり
【期 間】１０月１２日（土）～１０月１４日（月）
【場 所】レストハウスかむろ
・地元で栽培されたそば粉を使用してつくる「鬼そば」、鬼そばの資料展示やそば打ち
体験、実演＆試食コーナーとたっぷり楽しめてさらにおいしい体験が盛りだくさん！
■そばの実などの鬼そば資料展示
■石臼を使ったそばの実粉引き体験
■そば打ち体験（２名様以上でお申込みください）
時間：１０：００～／１４：００～ 料金：お一人様１０５０円

■鬼そばの手打ち実演コーナー
時間：１１：３０～／１３：００～

■手打ち鬼そば＆鬼そばがきの試食コーナー
先着５０名限定、時間：１１：３０～

■そば早食い競争 時間：１３：３０～
■手打ち鬼そばの限定販売
■鬼そばかりんとうの試食・販売
●ノルディックウォーキング“芋煮会”「たのしむ会」ｉｎオニコウベ
【日 時】１０月１９日（土）
■募集人数 ４０名（催行人数５名以上）＊初心者～経験者までどなたでもＯＫ！
■参加費 ３８００円（バス代・お食事代・ゴンドラ料金・傷害保険料含む）
■コース オニコウベスキー場内及び荒雄川神社周辺
■集合場所 仙台駅西口バスプール ８：００出発


