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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１２月分＞      (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 

◎鳴子の米「ゆきむすび」の販売店のお知らせ 

●鳴子の米「ゆきむすび」を販売しているお店は次のとおりです。 
 毎年、１１月下旬から新米の販売が開始されます。 
①鬼首屋 TEL0229-83-2118 (1kg)６５０円(税込) 
②鳴子観光ホテル売店 TEL0229-83-2333 (1kg)８３０円(税込) 
③なるみ観光ストアー TEL0229-83-2362 (1kg)８６０円(税込) 

◎日本こけし館「ひとあし早いおひな様展」開催中 

●「ひとあし早いおひな様展」ではお雛様こけしの展示即売会を開催中です。 
【期 間】１０月１日～１２月中旬 
【場 所】日本こけし館 
【料 金】大人320円 高校生160円 中学生110円 小学生80円 
【問合せ】日本こけし館 TEL0229-83-3600 

◎「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』 
○師走；里山のおせち料理 

○宮城県鳴子温泉郷に広がる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一緒に作ってみんなで

試食、野菜の下処理、火の入れ方・・・。本を見るだけではなかなかわかりにくい＂

塩梅＂もお母さん達と一緒だから安心、しっかり覚えられますよ。 

 師走はお正月に向けたおせち作りに挑戦、里山ならではの凍み豆腐を使った煮付け、

ひきなの雑煮、こぶまき、干し柿を使った和え物など。今回のためについたのし餅を

お土産に致しますよ！ 

 来る新年を健康でつつがなく過ごせますように・・・という願をこめるおせち作り、

今年最後の『里山ごはん食べに行こう』にどうぞお越しください。 

【日時】平成２６年１２月６日（土）１０：００～１３：３０頃 

【会場】農家レストラン『土風里（どっぷり）』 

【ナビゲーター】農家レストラン「土風里」女将 高橋直子さん 

【参加費】大人４０００円子供１５００円（未就学児無料、材料費、昼食代含） 

【お問合せ、お申込み】日々温  々 ＨＰお問合せフォームよりメール送信ください。 

※１２／４までにお申込ください。  

◎オニコウベスキー場情報 

【臨時休業】１１月４日～１２月１２日（メンテナンスのため） 

【問合せ】オニコウベスキー場 TEL 0229-86-2111 

●「オニコウベスキー場オープン」 
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【日 時】１２／１３（土）１０：００～ ＊リフト無料開放 

●初すべり 

【期 間】１２／１４（日）～１２／１９（金） 

＊リフト１日券：大人２０００円、シニア１５００円、子供１０００円 

●ナイター営業 

【営業日】１２／２０（土）～３／１５（日）の土・日・祝日と 

     年末年始（１２／２７～１／４） 

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 ※１２／３１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 ※１／１は除く 

＊男性のリフト１日券２０００円 

●スキーの日抽選会 

【日 時】１／１２（月）１４：００～ 

＊シーズン券やリフト１日券が当たる抽選会！ 

■リフト１日券や５時間券を購入の方先着１００名様（シーズン券もＯＫ） 

■場所：センターキューブチケット売場 

●ＳＮＯＷ ＤＵＤＥ 

【日 時】２／８（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】２／１４（土） 

＊シーズン券やリフト１日券が当たる抽選会！ 

■リフト１日券や５時間券を購入の方先着１００名様（シーズン券もＯＫ） 

■場所：センターキューブチケット売場 

●第９回大崎市「スノーフェスティバルｉｎオニコウベ」 

【日 時】２／１５（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３６回オニコウベカップＧＳ大会 

【日 時】３／１（日） 

＊クラス別大回転競技、終了後にお楽しみ抽選会を開催致します。 

●ホワイトデー抽選会 

【日 時】３／１４（土） 
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＊シーズン券やリフト１日券が当たる抽選会！ 

■リフト１日券や５時間券を購入の方先着１００名様（シーズン券もＯＫ） 

■場所：センターキューブチケット売場 

●第４回オニコウベスキー技術選 

【日 時】３／２２（日） 

＊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】３／１６～３／２９ 

＊リフト１日券：大人２０００円、シニア１５００円、子供１０００円 

＊子供のスキーセット又はボードセット１０００円 

●ファイナル抽選会 

【日 時】３／２９（日） 

＊来シーズンのシーズン券やリフト１日券が当たる抽選会！ 

■リフト１日券や５時間券を購入の方先着１００名様（シーズン券もＯＫ） 

■場所：センターキューブチケット売場 

●スキーシーズン終了日は３／２９（日） 

＊但し、積雪状態、天候などの事由により早まる場合や日程・内容が変更される場合

がありますのでご了承ください。 

★リフト券代 

券 種 大人 シニア  
子供 

（小・中学生） 
利用時間 

1日券 3,500円 2,500円 2,000円 
平日9：00〜17：00 

（土・日・休日8：30〜17：00） 

5時間券 3,000円 2,000円 1,500円 販売から5時間 

ナイター券 1,500円 1,000円 1,000円 16：00～終了 

回数券（11回） 3,000円 1回券 300円 2015シーズン中 

★レンタル料金 

品 名 

大人 子供（中学生まで） 

1日 5時間 
ナイター 

（16：00〜） 
1日 5時間 

ナイター 

（16：00〜） 

スキーセット 

・ボードセット 
4,000円 3,200円 2,500円 2,500円 2,000円 1,500円 

スキー 

又はボード 
3,000円 2,400円 1,800円 1,800円 1,500円 1,100円 

ブーツ 

（スキー用又はボード用） 
2,000円 1,600円 1,200円 1,200円 1,000円 700円 

ポール 800円 600円 500円 500円 400円 300円 
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ウェアセット 

スキーセット又は 

ボードセット利用の場合 

3,000円（1回） 

2,000円（1回） 

2,000円（1回） 

1,500円（1回） 
 

◎「上野々スキー場オープン」のお知らせ 

【日 時】１２月１９日（金）９：００ ＊予定 

【問合せ】大崎市鳴子総合支所地域振興課 TEL 0229-82-2026 

◎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 
 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 

◎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。 
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 

◎観光施設の冬期休業のお知らせ 

◎「日本こけし館」【冬期休業】１月１日～３月３１日 

【１２月中の営業時間】９時００分～１６時００分 

 （但し１２月３１日は、９時００分～１２時００分） 

【問合せ】日本こけし館TEL0229-83-3600 

◎「かんけつ泉」【冬期休業】１２月１日～３月末頃の予定 

【問合せ】かんけつ泉TEL0229-86-2233 
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◎「鬼首地獄谷遊歩道」【閉鎖期間】１１月中旬～４月下旬 

  （＊降雪があると早めに自然閉鎖になります。） 

【問合せ】鳴子温泉ブルワリーTEL0229-86-2288 

◎「レストラン鳴子の風」【冬期休業】１１月１７日～４月下旬 

【問合せ】鳴子温泉ブルワリーTEL0229-86-2288 

◎「吹上高原キャンプ場」【冬期休業】１１月１７日～４月下旬 

【問合せ】すぱ鬼首の湯TEL0229-86-2493 

◎「すぱ鬼首の湯」【冬期休業】１１月１７日～４月下旬 

【問合せ】すぱ鬼首の湯TEL0229-86-2493 

◎「オニコウベゴルフクラブ」【冬期休業】１１月１０日～４月下旬 

【問合せ】オニコウベゴルフクラブTEL0229-86-2700 

◎「潟沼レストハウス」【冬期休業】１１月２５日～４月中旬 

【問合せ】潟沼レストハウスTEL0229-82-2746 

◎「鳴子峡レストハウス」【冬期休業】１１月２５日～４月中旬 

【問合せ】鳴子峡レストハウスTEL0229-87-2050 

◎山形県最上町「封人の家」【冬期休業】１２月１日～３月３１日 

【問合せ】封人の家管理事務所TEL0233-45-2397 

◎「鳴子カントリークラブ（上野々）」【冬期休業】１２月中旬～４月中旬 

  （＊降雪があると早めに終了します。） 

【問合せ】鳴子カントリークラブTEL0229-83-3667 

◎「旧有備館と庭園」＊庭園のみ無料開放中 

●旧有備館は、建物が解体修理中なので庭園の一部を無料開放しています。 

【休館日】１２月２９日～１月３日（＊年末年始） 

【時 間】９時００分～１６時００分 

【問合せ】大崎市岩出山「旧有備館」 TEL0229-72-1344 

◎鳴子峡遊歩道冬期閉鎖のお知らせ 

●鳴子峡の大深沢遊歩道と中山平新遊歩道は、１１月下旬から来春４月下旬まで冬期

閉鎖になります。（＊降雪があれば早めに閉鎖されます。） 

【問合せ】大崎市鳴子総合支所地域振興課 TEL0229-82-2026 

◎大崎市鳴子温泉地区内の県道冬季閉鎖のお知らせ 

【期 間】平成２６年１１月下旬～平成２７年４月下旬まで 
【路 線】＊県道最上鬼首線（鬼首小向原～最上町黒沢間）期間11/21～5/15頃 

＊県道沼倉鳴子線（鬼首岩入～国道３９８号線間）期間11/25～4/24頃 
＊県道岩入一迫線（鬼首岩入～栗原市花山草木沢間）期間11/25～4/24頃 

【問合せ】宮城県古川土木事務所 TEL 0229-91-0734 

◎「年末年始のゴミ収集案内」 

＊直接搬入するゴミ 

【年 末】１２月３０日午後４時３０分まで。（１２月３１日～１月２日休業） 

【年 始】 １月 ３日から平常受付。 
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【問合せ】玉造クリーンセンター TEL 0229-78-2166 

◎「滝の湯」の情報 

●１月１日の元旦は無料で入浴出来ます。 

【営業時間】７：３０～２２：００（＊22:00で閉館になります。） 

【問合せ】そば処小花 TEL 0229-83-2126 

◎「第２回鬼首フォトコンテスト」応募作品募集中 

●求ム！鬼首の「四季」の写真！  
◆期間：平成２６年７月１日～平成２７年３月３１日 
◆フォトコンテスト賞品 
  最優秀賞 鬼首温泉宿泊券(２万円)１名 
  その他、多数の賞を用意しています！ 
◆応募要項 
 投稿作品について 
 ・作品は、鬼首の「四季」を撮影した作品に限ります。 
 ・応募作品数はお一人、最大４作品とします。 
 ・撮影機器は問いませんが、合成・組み写真等は不可とします。 
 ・作品は、２０１３年以降に撮影したものに限ります。 
 ・作品データは電子メールにてお送り下さい。 
  メールには住所、氏名、連絡先、画題、撮影場所を明記してください。 
  また、メール操作等できない方は２Lサイズで必要事項を添付してオニコウベスキ
ー場に送付して下さい。 
  写真の裏には氏名、画題を記入して下さい。 
 ・投稿者本人が撮影したオリジナル作品に限定し、未発表のものに限ります。 
 ・発表は２０１５年５月中旬に鬼首地区公民館ブログで発表します。 
◆著作権その他権利について 
 ・投稿作品の著作権は、撮影者に帰属します。 
 ・投稿作品について投稿者は、主催者の出版物、広告、宣伝、ホームページ等で 
  使用する著作権法上の権利について、使用を許諾するものとする。 
◆応募先 
 オニコウベスキー場フォトコン係 
  〒989-6941 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字小向原９－５５ 
   TEL 0229(86)2111  E-mail:info@onikoube.com 
◆主催：「鬼楽里(きらり)」鬼の里実行委員会 

◎温泉たまご工房のお知らせ 

●鳴子温泉の湯めぐり駐車場に温泉たまごを自分で作れる「温泉たまご工房」がオー
プンしました。「温泉たまご工房」には、かごと温度計が付いているので、街の中のお
店で生卵を買ってお楽しみ下さい。 
☆注意を守って楽しく美味しくつくりましょう。 
☆お一人さま卵２個までとし、譲り合ってつくりましょう。 
☆出来上がりの目安は、湯温７０℃で２０分(やわらか目)～２５分(やや硬め)です。 
【利用時間】９時００分～１８時００分 
【場 所】湯めぐり駐車場   
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【問合せ】鳴子まちづくり株式会社 TEL0229-83-4751 

◎お茶代は生ごみ「エネカフェ・メタン」のお知らせ 

●鳴子温泉の湯めぐり駐車場内に温泉熱と食品廃棄物由来のメタンガスでホットドリ
ンクを提供する「エネカフェ・メタン」が７月１日にオープンしました。 
 カフェの隣りにあるメタン発酵装置に食品廃棄物（生ゴミ等）１２０gを投入すると
発生したメタンガスでカップ１杯分のお湯を沸かせる仕組みです。 
 メニューは、温泉熱で乾燥させた「エノキ茶」がオススメです。 
 近くには、足湯やガス灯、温泉たまご工房等もあり、環境にやさしい循環型社会の
ミニチュアモデルをお茶を味わいながら、気軽に体感することが出来ます。 
 誰でも無料で会員になれます。生ゴミ持参者大歓迎です。 
【営業時間】９時００分～１６時００分 
【場  所】大崎市鳴子総合支所裏の湯めぐり駐車場内 
【定 休 日】金曜日と第２・４・５日曜日 
【問 合 せ】（東北大学川渡農場内）多田研究室TEL0229-84-7395 

◎氏家鯉店の東北復興「鯉美人(こいびと)プラン」 

●山の温泉地、大崎市鳴子温泉で鯉料理を食べることが直接的に復興支援に。東北の
鯉料理を支えている宮城県沿岸部にあった「食用コイ養殖場」の復興応援を！ 
２０１１年３月１１日、東日本大震災。震災当日、私たちとつながりのある宮城県沿
岸部にあった食用コイ養殖場は津波で壊滅的な被害を受けました。幸いにも人的な被
害はなく、宮城県南部の山沿いの場所にある別の養殖場で仕事を現在も続けておりま
すが、今だにこの場所での再開の見通しは立っていない状況です。 
震災前、この場所でのコイ養殖は井戸水を汲み上げ卵から育て、成魚なるまでの間、
一年を通じて食用コイを出荷することを行って来ました。この海沿いの温暖な場所で
の良質のプランクトン（魚のエサとなる）が育つからこの場所でなければならないの
です。 
私たちはこれからもこの養殖業者の食用コイを仕入、調理して、販売をすることを考
えております。食用コイを消費することが直接的な支援となり、東北の復興につなが
るのだと思います。 
「鯉美人プラン」は鯉のあらい（１人前）と鯉のうま煮（１切れ）がセットになった
鯉料理のお持ち帰り商品です。温泉という地球の命、和の食文化「鯉料理」と発酵食
品（醤油＆味噌）とのコイ関係をNARUKOで味わい応援しましょう！ 
【価 格】鯉美人プラン ５００円（１セット）税込 
     （※鯉美人プランはお客さまが受取りに来る商品です） 
【ご注文】前日までの予約が必要 
     （※商品をお渡しできる時間は午前９時以降になります） 
【ご予約】氏家鯉店 TEL 0229-83-2538（午前８時～午後６時） 
【休 日】「毎月 第２・第４水曜日」「元日」 
【WEBサイト】http://www.narukokoi.com  


