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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２６年１月分＞ (発行) 鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102

◎ミヤコーバス「高速バス仙台・鳴子線」料金改正のお知らせ
○「高速バス仙台・鳴子線」の料金が平成２５年１２月２５日から値上げされました。
【現金片道】大人１２００円→１３００円 小人６００円→６５０円
【回 数 券】大人４０００円→４５００円（４枚綴り）＊小人用無し
【問合せ】ミヤコーバス古川営業所TEL0229-22-1781
◎「ひなこけし展」同時開催佐藤賀宏展
●ひなこけしの暖かさと優しさを感じて下さい。
干支の木地玩具の販売やこけし・こけしストラップの絵付け体験もできます。

【期 間】１２月１日～３月３１日
【時 間】８時００分～１８時００分
【場 所】岩下こけし資料館
【料 金】入場無料
【問合せ】岩下こけし資料館 TEL 0229-83-3725
◎年末年始バスダイヤのお知らせ
●休日ダイヤ「大崎市営バス鬼首線」
【期 間】１２月２９日～１月３日(鳴子総合支所地域振興課TEL0229-82-2191)

●運 休 「ミヤコーバス古川・鳴子線」
【期 間】１２月２８日(土)～１月５日(日)(古川営業所TEL0229-22-1781)

◎年末年始臨時休館のお知らせ
●「感覚ミュージアム(大崎市岩出山)」(TEL 0229-72-5588)
【休館日】１２月２９日～１月３日 （定休日：月曜日）
●「有備館(大崎市岩出山)」(TEL 0229-72-1344)
【休館日】工事準備のため～１月３日まで臨時休業中
◎冬期休業のお知らせ
「すぱ鬼首の湯」冬期休業期間：１１月２５日～４月下旬
「かんけつ泉」 冬期休業期間：１２月１日～３月末
「地獄谷遊歩道」冬期休業期間：１２月上旬～４月下旬
◎「鳴子・早稲田桟敷湯」年末年始営業時間変更お知らせ
【１２月３１日】 １２時００分～２１時００分
【１月１日～３日】１０時００分～２１時００分
【１月４日～】 ９時００分～２２時００分
【問合せ】鳴子・早稲田桟敷湯 TEL0229-83-4751
◎「しんとろの湯」年末年始営業時間変更お知らせ
【１２月３０日～１月３日】９時００分～２０時３０分
【問合せ】しんとろの湯TEL0229-87-1126
◎「滝の湯」の元旦無料のお知らせ
●元旦のみ無料で入浴出来ます。
【営業時間】７時３０分～２２時００分 ＊変更はありません。
【問合せ】そば処小花TEL0229-83-2126
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◎「鳴子温泉神社 初詣（元朝参り）」
【日 時】１月１日
◇絵馬奉納（１枚５００円）＊願い事を絵馬に書いて奉納しませんか。
◇厄歳御祓い（男）２５歳・４２歳・６１歳（女）１９歳・３３歳・３７歳
◇ご朱印（１回３００円）
【問合せ】温泉神社TEL0229-82-2320
◎「八幡神社・古峰神社 初詣（元朝参り）」
【日 時】１２月３１日２３時４５分～１月１日１時３０分
◇干支サブレ・おみくじサブレ（２枚組）を八幡神社で先着３０名様に、古峰神社で先
着２０名様にそれぞれ差し上げます。
◎「川渡温泉石神社 初詣（元朝参り）」
【日 時】１月１日
◇絵馬奉納（１枚３００円）＊願い事を絵馬に書いて奉納しませんか。
◇厄歳御祓い（男）２５歳・４２歳・６１歳（女）１９歳・３３歳・３７歳
【問合せ】高橋久俊TEL0229-84-7293
◎「(鬼首)荒雄川神社 初詣（元朝参り）」
【日 時】１月１日
◇絵馬奉納（１枚３００円）＊願い事を絵馬に書いて奉納しませんか。
◇厄歳御祓い（男）２５歳・４２歳・６１歳（女）１９歳・３３歳・３７歳
【問合せ】高橋久俊TEL0229-84-7293
◎「鳴子湯乃里 幸雲閣本館」臨時休業のお知らせ
○「鳴子湯乃里 幸雲閣本館」は、大浴場の工事の為臨時休業になります。
【期 間】平成２６年１月１４日～１月２３日
＊但し、鳴子湯乃里 幸雲閣別館は通常どおり営業します。
【問合せ】鳴子湯乃里 幸雲閣 TEL0229-83-2329
◎「中山平温泉 どんと祭」
【日 時】１月１４日 １７時３０分～１９時３０分
【場 所】中山平温泉駅前広場
【問合せ】町内会長 遊佐敏信TEL 0229-87-2410
◎「鳴子温泉神社 どんと祭」
【日 時】１月１５日 ７時～１５時
【場 所】鳴子温泉神社境内
【問合せ】温泉神社TEL0229-82-2320
◎「東鳴子温泉神社 どんと祭」
【日 時】１月１５日 １８時～１９時３０分
【場 所】東鳴子温泉神社
【問合せ】勘七湯0229-83-3038
◎「川渡温泉石神社 どんと祭」
【日 時】１月１５日 ８時～１４時
【場 所】川渡温泉石神社境内
【問合せ】高橋久俊TEL0229-84-7293
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◎「鬼首地区 どんと祭」
【日 時】１月１６日 １８時～２１時
【場 所】田野生活センター前
【問合せ】かむろ荘(大山厚昭)TEL0229-86-2301
◎ゆさや旅館｢第１５回新春湯の街演芸会｣
●今年も恒例の「新春湯の街演芸会」が開催されます。真打落語をお楽しみ下さい。
【日 時】１月１７日（金）１９時３０分開演(10分前までにお入り下さい)
【場 所】ゆさや大広間（＊当日、宿泊のお客様は入場料無料となります。）
【料 金】入場料２０００円（＊事前に電話でご予約下さい。）
【出演者】（落語）蝶花楼 馬楽（ちょうかろう ばらく）

（落語）古今亭 菊龍（ここんてい きくりゅう）
（幇間）悠玄亭 玉八（ゆうげんてい たまはち）

【問合せ】ゆさや旅館TEL0229-83-2565
◎「風っこストーブ湯けむり号」運行のお知らせ
●仙台駅から鳴子温泉駅まで直通で「風っこストーブ湯けむり号」が運行されます。
陸羽東線(奥の細道湯けむりライン)の冬景色をストーブ列車でお楽しみ下さい。

【運転日】平成２６年１月２５・２６日
【運転区間】仙台駅～小牛田駅～鳴子温泉駅 ＊全席指定です。
【時刻表】
(下り)[仙台]9:25⇒[小牛田]10:06⇒[古川]10:16⇒[岩出山]10:31⇒11:00[鳴子温泉]
(上り)[鳴子温泉]14:35⇒[岩出山]15:04⇒[古川]15:28⇒[小牛田]15:40⇒16:25[仙台]
【空席の問合せ】ＪＲ東日本テレホンセンター TEL050-2016-1600
◎オニコウベスキー場情報
【問合せ】オニコウベスキー場 TEL 0229-86-2111
【営業時間】９：００～１７：００
●ナイター営業
【営業日】１２／２１（土）～３／９（日）の土・日・祝日、年末年始と２／１０
【営業時間】１６：００～２１：００まで
●スキーこどもの日 【日 時】毎週土・日・祝日
＊子供（小・中学生）リフト１日券１０００円
●レディースデー 【日 時】毎週水曜日 ※１／１は除く
＊女性のリフト１日券２０００円
●メンズデー 【日 時】毎週木曜日 ※１／２は除く
＊男性のリフト１日券２０００円
●スキーの日抽選会 【日 時】１／１３（月）１４：００～
●ＳＮＯＷ ＤＵＤＥ 【日 時】２／８（土）・９（日）
＊スノーボードのスロープスタイル選手権
●バレンタイン抽選会 【日 時】２／１１（火）
●第８回大崎市「スノーフェスティバルｉｎオニコウベ」
【日 時】２／１６（日）【参加費】無 料
＊スコップ雪投げ選手権や宝探しなど、楽しいイベントです！
●第３５回オニコウベカップＧＳ大会
【日 時】３／２（日）＊クラス別大回転競技、終了後にお楽しみ抽選会を開催。
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●ホワイトデー抽選会 【日 時】３／９（日）
●第３回オニコウベスキー技術選 【日 時】３／２１（金）
＊ゲストコーチのワンポイントレッスンも同時開催！
●春スキー 【期 間】３／１０～３／３０
＊リフト１日券：大人２０００円、シニア１５００円、子供１０００円
●ファイナル抽選会 【日 時】３／３０（日）
●スキーシーズン終了日は３／３０（日）
◎「日々温 (々ﾋﾋﾞｵﾝｵﾝ)」のイベント情報
【主 催】"里山とまちを結ぶ"さとのわ
【お問合せ、お申込み】http://hibionon.com/又は、鈴木までTEL090-1772-1949
●温泉マルシェＶｏｌ．１９
○和ハーブ湯治③～とことんアロママッサージ～
みかん、ゆず、柿・・・日本の秋～冬の季節には和のハーブがいっぱい。柑橘系の香り
は五感を素早く刺激して気分をリフレッシュ、果汁の甘さは冷えた体を優しく温めてく
れますよ。鳴子温泉郷を会場に＂心底リラックスする＂事を目指す『温泉マルシェ』、
お待たせいたしました！ 好評「和ハーブ湯治」第３回を開催いたします。
【ナビゲーター】植物療法士 長澤 京子さん(ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰｻﾛﾝ『香工房KYOKO』主宰｡
【日 時】１月１０日（金）～１２（日）
【会 場】川渡温泉 宿 みやま本館 ０２２９－８４－７６４１
【参加費】①ワークショップ１回参加のみ３０００円 ／ ②日帰り６５００円

③１泊２日１５５００円 ／ ④２泊３日２４０００円
●『里山ごはん食べに行こう』
○睦月;里に伝わる「しそ巻き」作り
のどかな里山景色の中で＂手作り＂にこだわりながら素朴であたたかなお惣菜や郷土
料理を教わる里山料理教室です。
【日 時】１月２５日（土）１０：００～１３：３０頃【〆切日】２日前まで
【会 場】川渡温泉「遊佐家」
【ナビゲーター】「北浦しそ巻き」北浦 つや子さん
【参加費】大人３０００円 子供１０００円（作業道具貸、材料費、昼食費込）
◎「２０１４スノーランタンフェスタin中山平」
●オリジナル蜜ロウソク作り体験イベントです。始めに蜜バチの巣を原料とした蜜ロウ
ソクをお湯で柔らかくして、花や人形などオリジナルのロウソクを作ります。その後で、
雪でランタンのオブジェを作り、夜は蜜ロウソクを灯して幻想的な灯を楽しみます。
【日 時】２月１日（土）１３時００分～２０時３０分（＊２月２日も点灯します）
【場 所】中山平コミュニティセンター・しんとろの湯
【参加費】蜜ロウソク作り：大人１,０００円 子供無料
【内 容】13:00～ 中山平コミュニティセンター集合

13:30～ 蜜ロウソク作り(中山平コミュニティーセンター)
15:00～ ロウソクを灯すスノーランタンのオブジェ作り(しんとろの湯)
18:00～ 点灯式(しんとろの湯)

＊18:00～20:30幻想的な世界をご自由にお楽しみ頂けます。
【〆切日】参加希望の方は、１月２５日までご連絡下さい。
【問合せ・申込み】倉加屋TEL 0229-87-2201


