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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６月分＞ (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102
◎鬼首温泉「菜の花街道」の見頃
●昨年、鬼首温泉の１０８号線から県道沼倉鳴子線沿いに出来た「菜の花畑」。
中川原地区から峠地区までの街道には大小１０ヶ所、５ヘクタールの「菜の花畑」

があります。ドライブしながら眺められます。
【時 期】５月中旬～６月上旬
＊６月１日（日）１１：００から「さなぶり 菜の花まつり」が開催されます。
【場 所】岡台地内 菜の花畑 特設テント
【イベント】登米市出身の歌手「綾華さん」のコンサートや天ぷらの試食会
【料 金】無料
【問合せ】鬼首山学校 TEL 0229-86-2058
◎かむろ岳の登山情報
●今年は、「かむろ岳」の山開きは中止になりましたが、５月１６日から県道鬼首・
最上線が開通したのに伴い、花立峠コースの登山道が登山出来るようになりました。
但し、今年は残雪が多いので充分注意して登山して下さい。
◎藤島旅館の「白い山ツツジ」の見頃
●藤島旅館の自然庭園の白い山ツツジが見頃になります。
【時 期】５月下旬～６月上旬
【場 所】藤島旅館
【料 金】入場無料
【問合せ】藤島旅館 TEL 0229-84-7412
◎日本こけし館「特別展」のお知らせ
●日本こけし館では、特別展「木地玩具と小物入れ展」の展示即売会を開催中です。
【期 間】４月２６日～８月３１日
【場 所】日本こけし館 ＊日本こけし館の入館料が掛かります。
【問合せ】日本こけし館 TEL0229-83-3600
◎日本こけし館の「サツキ」と「白藤」の見頃
●日本こけし館前の鳴子公園には、およそ二千株のサツキが植えられ、白やピンク、
赤い花を咲かせています。日本こけし館の左隣にある白藤も見頃になります。
【時 期】５月下旬～６月中旬頃
【場 所】鳴子公園
【問合せ】日本こけし館 TEL 0229-83-3600
◎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！

【2014年度畑スケジュール】＊天候や生育状況によって変更になる場合があります。
６月 ８日（日）種まき大作戦～畑で大合唱
６月２２日（日）苗植え大作戦（立派な大豆ができますように！）
７月 ６日（日）草取り大作戦その１（畑仕事は草取りが命です！）
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７月２０日（日）草取り大作戦その２
８月 ３日（日）草取り大作戦その３
８月１７日（日）草取り大作戦その４
８月３１日（日）草取り大作戦その５
９月１４日（日）草取り大作戦その６
９月２８日（日）枝豆カーニバル(収穫してすぐ茹でた枝豆でのビールは最高！)

１０月下旬～１１月上旬 収穫と乾燥（収穫後、大豆を自然乾燥）
１１月～１２月 脱穀（足踏み脱穀機や棒をつかって脱穀）
２月 手前みそ作り（収穫した大豆で手前味噌作り）

【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
◎「むすび丸しゃもじ温泉卓球大会in宮城」参加者募集中
●今年も、「むすび丸しゃもじ」を使った卓球大会『むすび丸しゃもじ温泉卓球大会
in宮城』が秋保、作並、鳴子、小原・鎌先ブロックの４会場で開催されます！
各会場に「むすび丸」「奥州・仙台おもてなし集団 伊達武将隊」も登場します！

皆様ぜひご参加ください！
【日 時】６月１５日（日）９時３０分～１２時３０分
【場 所】鳴子スポーツセンターTEL0229-83-2887
【賞品】
◇優勝 １組◇開催温泉地エリア内ペア温泉宿泊券＋宮城米３０Kg
◇参加賞 ◇参加者全員にむすび丸しゃもじプレゼント

さらにむすび丸しゃもじの提示で開催当日の日帰り入浴無料
◇準優勝ペア、３位入賞ペアの他、好プレー、珍プレー賞など
商品として地元の特産品を多数ご用意しています！
１、参加資格・条件
■参加を希望される開催ブロックの温泉旅館･ホテルに、平成26年4月1日から
開催当日までにご宿泊されるお客様が対象です。
（注）本大会への参加は無料ですが、宿泊代金はお客さまのご負担になります。
■ダブルス戦のため、ペアでのお申し込みが基本とします。
■小学生以上に限らせていただきます。性別は問いません。
■原則として、宿泊する旅館又はホテルの浴衣を着用してください。
２、お申込み方法
（１）参加御希望の開催ブロックの対象旅館又はホテルに、宿泊をご予約ください。
（２）ご予約時に宿泊する旅館又はホテルに、本大会への参加をお申し込みいただく
とともに、チーム名・参加者名をお伝えください。
３、お申込み締切
■鳴子ブロック／6月11日（水）
【問合せ】仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会TEL022-211-2895
◎「食楽まつり」開催のお知らせ
●宝の都おおさき、いただきま～す。深緑の鳴子峡で、ご当地グルメの祭典！
【開催日】６月２１日（土）～２２日（日）
【場 所】鳴子峡レストハウス特設会場（駐車場無料）
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【時 間】１０：３０～１５：００ ＊荒天時は中止
◆大崎のおもてなし（新作ご当地グルメが盛りだくさん。）＊有料
※大崎をはじめ、各地域を代表する料理人が集結。仙台和牛や地元野菜をその場で
調理します。（料理２００円から）

◎鳴子オリジナル発泡酒「鳴子の風」や地酒
◎三本木「青愛」の自家米で作るおこわや安心野菜など
◎ほっかぶりＪＡＰＡＮもたくさんの品揃えでお待ちしています。
◎大崎宝めし｢なる子ちゃんこ鍋｣をテーマにおおさき料理対決を行います。(日曜)

◆山海の恵み食堂（郷土料理と地域の特産品が勢ぞろい。）
※地元生産者の新鮮野菜や今話題の塩麹や味噌・醤油・漬物等の健康パワーが豊富
な発酵食品、また鳴子の米「ゆきむすび」など、たくさんの品揃えでお待ちして
おります。

◎岩手の北上コロッケや山形の芋煮など、美味しい応援団が出展
◎鯨の竜田揚げや海産物販売、魚介炭火焼きなど

◆森の食楽カフェ（飲み物や限定販売の絶品スイーツも。）
※鳴子の｢餅処 深瀬｣、美里町｢すいーつ畑 ふしみ｣の特製スイーツやクレープ、野
菜ジェラートなど取り揃えております。木立の中の特設食空間でご堪能下さい。

◆お楽しみ抽選会もあります。
※１００円のお買い物につき、お楽しみシールを１枚差し上げます。
お買い物合計１５００円で１回の抽選ができます。

◆食楽まつり俳句コンクール募集中（「食」にまつわる俳句を募集しています。）
【応募締切】６月５日
◆他にもイベントが盛りだくさん！
①体験参加者歓迎！鬼首のそば粉を使った｢蕎麦打ち体験コーナー｣
②おいしく手作り！｢笹まき作り体験｣
③可愛く描いてもらおう！｢フェイスペイント｣
④大崎が誇る伝統の味！｢甘酒試飲｣
⑤ジャージー牛乳の｢バターづくり体験｣
⑥菓子処大坂屋の｢和菓子体験｣
⑦海の幸をケット！｢ジャンケンポン大会｣(＊6/22午後2時のみ)
⑧おいしく手作り｢しそ巻きづくり体験｣
⑨みんなで作ろう！｢新幹線のペーパークラフト｣
⑩迫力満点！作品の購入も出来るよ！｢チェンソーアートパフォーマンス｣
⑪親子でチャレンジ！｢バルーンアート＆折り紙教室｣
⑫｢深緑のトンネルを散策しませんか？｣観光ボランティアの専門家と一緒だから、新
しい魅力が発見できるかも。
【問合せ】食楽まつり実行委員会 矢内 TEL0229-83-2266（大正館内）
◎カエルシンフォニー２０１４
●波動スピーカーを使い様々なカエルの鳴き声を学んだり、カエルにまつわる音楽を
聴いたりした後、田んぼで鳴くカエルの大合唱を楽しみます。
ホタルさんのご都合が良ければ、幻想的な照明・演出をつとめてくれるでしょう。
とき ６月２７日（金曜日）１９：００～
場所 旅館大沼「母里乃館」→石ノ梅
参加費 一般１,０００円／小学５００円
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演奏 石ノ梅カエル大合唱団
照明 ホタルのみなさま（？）
【問合せ】大沼旅館090-7660-3725
◎二宮荘「平成２６年ヨガ湯治」のご案内
●癒しのヨガと野菜づくしの料理を体験して、日頃の疲れをリフレッシュしません
か？ アンチエイジングやダイエットに興味のある方、宿泊コースがおすすめです。
日帰りでも、二宮荘特製の野菜スイーツと地粉スイーツがランチにつきます！
「自分の健康は自分で守る」ヨガは呼吸をしながらゆっくり身体を動かす有酸素運動
ですので、全身的な健康効果が期待できます。皆様のご参加お待ち致しております。
【開催日】※毎月第３土・日曜日に開催予定

６月２８日～２９日 呼吸法、疲労回復のヨガポーズ、ホタル鑑賞会
７月２６日～２７日 フットマッサージ、癒しのヨガ、ブルーベリー摘み
８月休み
９月１３日～１４日 ハンドマッサージ、疲労回復のヨガ、野菜摘みとり

１０月１８日～１９日 呼吸法、リズム体操、朝ヨガ、紅葉散策
１１月１５日～１６日 癒しのヨガ、フットマッサージ、地酒の利き酒
１２月２０日～２１日 アンチエイジングヨガ、一年のまとめ

【時 間】（土曜日）１０：００～１６：００
（日曜日） ７：００～１０：００

【内 容】①ヨガの基本ポーズ、呼吸法、ハンドマッサージ等を専門の講師が指導
②昼食は二宮荘の自家製野菜のヘルシーランチ！！
③温泉入浴

【参加費】日帰り３５００円（昼食代込み） 宿泊８５００円（１泊３食付）
【問合せ】民宿二宮荘 TEL0229-83-3778 〒989-6711 大崎市鳴子温泉字馬場136
【Ｅメール】s-ninomiya@silver.plala.or.jp
◎中山平温泉のホタル情報
●中山平温泉南原地区のため池で、始めに源氏ボタルが出て７月になると平家ボタル
が出ます。何日間か源氏ボタルと平家ボタルが同時に見られるときがあります。
ホタルは蒸し暑くて風の無い暗い夜によく見られるそうです。
ため池のところには目印の看板があります。
【期 間】６月下旬～７月下旬
【時 間】１９時頃～２０時３０分頃がオススメです。
【場 所】中山平温泉南原地区（中山平温泉駅から車で約５分）
【駐車場】空き地に１５～１６台駐車可能です。
【問合せ】ギャラリー漆木舎 TEL0229-87-2361
◎「リゾートパークオニコウベ」の情報
オニコウベスキー場のグリーンシーズンの営業日
【営業期間】平成２６年４月２６日～１１月３日
【営 業 日】土・日・祝日、ＧＷ(4/26～5/6)と夏休み期間
【ノルディックウォーキング「たのしむ会」inオニコウベ】
●新緑のオニコウベで楽しむ！
○開催日/６月７日（土） 仙台駅８：００発、オニコウベ１５：３０発
○募集人数/４５名（催行人数１５名以上）初心者～経験者までどなたでもＯＫ！
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○参加費/３８００円(バス代・お食事代・傷害保険含む)
○コース/オニコウベスキー場内及び市営牧場周辺 上級10km、初・中級5km
○集合場所/仙台駅西口バスプール ８：００出発
○申込み/キャラバンクラブ仙台店TEL022-738-9255 ＊6/5〆切
【ゴヨウツツジ】
○山頂から月山や栗駒山などの大パノラマが楽しめる４人乗りゴンドラ。山頂のブナ
原生林遊歩道は、山の四季を満喫できる絶好のハイキングコースです。可憐に咲く純
白のゴヨウツツジがテレキャビン山頂駅から歩いて約９０分)した場所に約２ｈａ群
生しているのが見られます。
※ゴヨウツツジ開花期間中６月１日～６月８日はテレキャビンが毎日運行の予定。
（営業時間）９：００～１６：３０
【問合せ】ﾘｿﾞｰﾄﾊﾟｰｸオニコウベ(オニコウベスキー場)0229-86-2111
◎「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。５月４日はコーヒー無料サービス
【期 間】５月４日～１１月３０日
【開催日】５月～６月＊毎週日曜日(＊6/22は食楽まつり出店のためお休みです。)
【時 間】９：００～１４：００
【開催日】７月～１１月＊毎週水・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。皆様のおいでを笑顔でお待ちしています。
【開催日】５月３１日～１１月９日の毎週土･日曜日
＊１０月１２日（日）は恒例のお客様感謝デー（8/13（水）も開店します。）
【時 間】９時００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
◎鳴子ダムの観光汽船運行のお知らせ（予約制）
●鳴子ダムの荒雄湖で観光汽船「おに丸」が運行しています。
【運行期間】４月～１１月（＊事前に予約が必要です。）
【料 金】大人１０００円 子供５００円
【定 員】１運行４名
【問合せ】小野 TEL090-5599-1074
◎「メルカート」開催のお知らせ
●鳴子温泉駅前の湯めぐり広場で、今年もとれたての野菜などを販売する「メルカー
ト」が開催されます。
【開催日】平成２６年４月２７日（日）～１１月９日（日）の毎週日曜日
【時 間】１０時～１５時
【場 所】湯めぐり広場
【問合せ】メルカート運営委員会(観光交流課内)TEL0229-23-7097
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◎「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
★『里山ごはん食べに行こう』
～水無月；香りまで美味しい！笹巻き作り。～
●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｡ 毎回､季節や時期の行事をﾃｰﾏにしたﾒﾆｭｰを地元
のお母さん達に教わりながらみんなで作ってみんなでワイワイ試食。6 月は恒例の笹
巻き作りです！生もち米、小豆などを笹の葉で包んでイグサで結んだものを茹でると
いう笹巻き。笹の葉には殺菌効果がある事から昔は田植え時期など繁忙期に母さん達
がささっと作って田んぼに持ち、小昼（休憩）やお昼に食べたんだとか。いわばお弁
当ですね。今回は白米だけのもの、芋、野菜が入ったものなどなど数種類の笹巻きに
挑戦、季節のおひたし、お漬物、熱々のすまし汁と一緒にどうぞお召しあがってくだ
さいね。
【日時】６月１１日（水）１０：００～１３：３０頃
【会場】鳴子温泉郷 農家レストラン『土風里』
【ナビゲーター】「土風里」女将 高橋 直子さん
【参加費】大人３０００円 子供１０００円（作業道具貸、材料費、昼食費込）
※お申込みは6/10まで
★『温泉マルシェ』Ｖｏｌ．２３
～きもの湯治～
温泉マルシェのんびり温泉に入りながら毎月様々なテーマのワークショップを通じ
て心身のリラックスを目指す温泉マルシェ。今回は『和装、きもの』がテーマです。
歴史ある鳴子温泉郷はその昔から唄、踊り、茶道などを親しんできた湯の街でもあり
ました。ずっと和装と伴走してきた訳です。ひとくちに「きもの」と言ってもその範
囲は広くて様々。「もっと上手に着たい」「自分に似合う柄を知りたい」「持っている
けど着て行く場所があまり無い」・・・などそれぞれにお悩みもお持ちでは？「きも
の湯治」では今回よりシリーズで少しづつきものや和装、小物、そして和のある暮し
についてのワークショップを行っていきます。和装についてのあれこれトークライ
ブ、本格的な茶室でのお茶会、湯の街をそぞろ歩き、老舗宿の女将とのきもの談義な
ど湯の街ならではの楽しみ方をご案内します。ご参加の皆さまそれぞれのポートレイ
ト、特製こけしの帯留めのお土産付き。
【ナビゲーター】京友禅上絵師 坂本京染店三代目 坂本 孝志さん
（京都にて修行、世界各地放浪ののち家業を継ぐ。着物の着付けはもちろん、歴史、
染技術など豊富な知識と独自の世界観に多くのファンを持つ）
お点前； 旅館大沼 女将 大沼 安希子さん
【日 時】６月２８日（土）～２９日（日）
【参加費】①日帰りプラン￥８,５００

（昼食、入浴代、ワークショップ参加費、お土産代含）
②１泊２日プラン￥２３,０００
（１泊４食付、宿泊代、ワークショップ参加費、お土産代含）

③ワークショップのみ参加￥５,０００
（ワークショップ参加費、お土産代含）


