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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２７年２月分＞           (発行) 鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 

◎今年もおなじみ「新春みやま寄席」のお知らせ 

●笑う門には福来たる、今年もおなじみ「新春みやま寄席」をお楽しみ下さい。 
 さき頃、花のお江戸で高座をつとめた人気者「六華亭遊花」と東北おもしろ人間コン
テストで最優秀賞受賞の「まつトミ」の漫才。ますます芸に磨きがかかる「おなごすた
うず」でござ～い！ 
【日 時】平成２７年２月１日（日）開場１３時３０分 開演１４時００分 
【場 所】山ふところの宿 みやま 
【料 金】２５００円 
【問合せ】山ふところの宿 みやま  TEL0229-84-7641 

◎「スノーランタンフェスタin中山平２０１５」 

●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。 
今年は２日目に、「仙台ほでなす会」の落語＆ライブが開催されます。 
【日 時】２月７日（土）１３時００分～２０時３０分 

（＊スノーランタンは２月８日にも点灯します） 
【場 所】中山平コミュニティセンターとしんとろの湯隣接グランド 
【参加費】蜜ロウソク作り：大人１,０００円（＊小学生以下無料） 
【２月７日(土)】※「密ロウソク作り」体験イベント 
     13:00～ 中山平コミュニティセンター集合・受付 
     13:30～ 蜜ロウソク作り(中山平コミュニティーセンター) 
     15:30～ 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) 
     17:30～ 点灯式(しんとろの湯) 
    ＊17:30～20:30幻想的な世界をご自由にお楽しみ頂けます。 
【２月８日(日)】※「仙台ほでなす会」落語＆ライブイベント 
     13:30～ 中山平コミュニティセンター集合・受付 
     14:00～ 落語(中山平コミュニティーセンター2F和室) 
     15:50～ ライブ(中山平コミュニティーセンター1Fホール) 
     16:30～ イベント終了 
    ＊17:30～20:30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３１日までご連絡下さい。 
【問合せ・申込み】佐藤漆工房TEL0229-87-2361・倉加屋TEL 0229-87-2201 

◎「第９回大崎市スノーフェスティバルinオニコウベ」 

●この催事は、全て参加無料となりますので、地域・年齢・老若男女を問わず参加でき
ます。今年も前夜祭があるので、リフト券付きの格安宿泊パックを販売中です。 
★前夜祭（参加無料） 
【日 時】２月１４日（土）１９時００分～２１時００分 
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【場 所】オニコウベスキー場 レストランかむろ 
 ☆たいまつ滑走 
 ☆ウッドキャンドル・ミニ花火 
 ☆コンサート 
  ◎地元の皆さんから心のこもったおもてなしディナー 
   ★牡鹿産わかめと鬼首産菜種オイル使用の特別料理 
   ・森の歌姫(コーラス)・鬼の國心鼓会(太鼓演奏) 
★フェスティバル当日（参加無料） 
【日 時】２月１５日（日）１０時３０分～１４時３０分（受付は９時～） 
【場 所】オニコウベスキー場 ゲレンデ特設ステージ 
 〇10:30 第６回全日本スコップ雪投げ選手権（大人・子供 各２０名） 
 〇10:30 雪遊びコーナー（＊随時受付） 
 〇11:30 スノーフラッグ大会（大人<男女>・子供 各３０名） 
 ○12:30 そりすべりタイムレース（先着３０名<組>） 
 〇13:30 宝さがし大会 ５０名(１０歳以下) 
 〇14:00 もちつき・キャンディーシャワー（会場内） 
◎雪マジ！応援特別企画 
※スキー・スノーボード・ウエアのレンタルが無料。レッスンを特別価格で提供。 
・対象：スキー、ボードの初心者、初級者、大人・子供合せて先着２０名 
・レッスン料２０００円／１人（帽子と手袋は持参して下さい。） 
◎宿泊パック 
・リフト券２日分と土曜日のナイター券がついたお得な宿泊パックを用意。 
☆ペンション８,８００円～ ☆ホテル１２,０００円～ ☆旅館：要問合せ 
【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情報 

【問合せ】オニコウベスキー場 TEL 0229-86-2111 
【営業期間】１２月１３日（土）～３月２９日（日） 
【営業時間】平日９時００分～１７時００分 
  土・日・祝日８時３０分～１７時００分 
   ナイター１６時００分～２１時００分（＊年末年始と土・日・祝日） 
●営業時間 
【平 日】９：００～１７：００ 
【土・日・祝日】８：３０～１７：００ 
●ナイター営業 
【営業日】１２／２０（土）～３／１５（日）の土・日・祝日 
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 
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＊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 
●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） 
＊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 
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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 

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） 
 

◎上野々スキー場情報 

【営業期間】１２月１９日（金）～３月中旬 
（注：リフトの営業開始は、１２月２７日（土）からになります。） 
【営業時間】平日９時００分～１６時００分 
      休日８時３０分～１６時３０分 

【問合せ】上野々スキーリフトTEL0229-83-3650 

【食 堂】上野々レストハウスTEL0229-83-3110 ＊食堂11:00～16:00 

 はやぶさ食堂TEL0229-83-3317 ＊食堂・貸スキー8:30～17:00(1/1～6と土･日･祝) 

◎「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』 
○如月;《手づくり味噌に挑戦！》 
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。 
２月は味噌作りに挑戦します。味噌を作ってみたいけれど手順がむずかしい、１人では
不安・・・・などでなかなか実現出来ずにいらした方、今年こそ一緒に作ってみません
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か？ナビゲーターの手仕事家、助川さんはもう３０年以上も味噌は手づくりされていま
す。大豆の煮方、塩加減などわからないことはどんどん聞いてくださいね。当日仕込ん
でいただいた味噌ははどんどん聞いてくださいね。熱々のお味噌汁と炊きたてごはんを 
いただきながら味噌談義をぜひご一緒に！ 
【日時】平成２７年２月１１日（水・祝）１０：００～１３：３０頃 
【会場】東鳴子集会場 
【ナビゲーター】中山平在住 手仕事家 助川 珠實さん 
【参加費】大人３０００円 子供１０００円（作業道具貸、材料費、昼食費込） 
 ※当日仕込んだ味噌、約２ｋｇをお持ち帰りいただきます。 
※申込締切日２／９日（材料準備のため） 
★森林インストラクター「遊佐文博さん」と行く＂五感を呼び覚ます森歩き⑭＂ 
○鬼首(オニコウベ)で楽しむスノートレッキング！ 
鳴子在住の宮城県森林インストラクター、遊佐文博さんに案内いただく森歩きの１４回
目。冬の森歩きは雪に覆われる鳴子ならではの楽しみ。２月はシーズン始めより降り積
もった雪が固まり締まるためその上を歩けるようになる＂雪渡り＂が出来るようにな
る季節、おおよそ２ｍ位積もっている森の中では普段は絶対歩けない林や岩や谷もスイ
スイ歩けます。ちょっとした鳥にでもなった気分♪そんな恒例、冬の森歩き、今回もス
ノーシューやかんじきを履き、遊佐さんにすでに芽吹きが始まっている木々の様子や
熊、ウサギ、キツネなど動物の足跡を解説いただきながら巡ります。目をつむれば風や
沢の音、鳥の声、あとは雪を踏みしめる足音だけが耳に入るという贅沢な静けさ。雪の
上でのランチも格別ですよ。鬼首地区を巡る五感を呼び覚ますスノートレッキング、今
年は是非ご参加ください！！ 
【日時】平成２７年２月２５日（水）１０～１５：３０頃 
【ナビゲーター】遊佐文博さん 
（宮城県森林インストラクター。元東北大学大学院農学研究科附属生態フィールド教育
研究センター技官） 
【参加費】お一人４０００円（ガイド料、昼食、入浴代含） 
【集 合】鳴子公民館駐車場 
  ９：４５ 鳴子公民館駐車場集合 
 １０：００ 出発 
 １０：３０頃 鬼首田代湿地林エリア 
 １２：００頃 昼食 
 １４：４０頃 温泉入浴 
 １５：３０頃 鳴子公民館駐車場着～解散 
※申込締切日２／２３日 

◎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。 
 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 
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【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 

◎「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 

◎観光施設の冬期休業期間のお知らせ 

◎「日本こけし館」     【冬期休業】 １月 １日～３月３１日 
◎「かんけつ泉」      【冬期休業】１２月 １日～３月末頃の予定 
◎「鬼首地獄谷遊歩道」   【閉鎖期間】１２月 上旬～４月下旬 
◎「レストラン鳴子の風」  【冬期休業】１１月１７日～４月下旬 
◎「吹上高原キャンプ場」  【冬期休業】１１月１７日～４月下旬 
◎「すぱ鬼首の湯」     【冬期休業】１１月１７日～４月下旬 
◎「オニコウベゴルフクラブ 」【冬期休業】１１月１０日～４月下旬 
◎「潟沼レストハウス」   【冬期休業】１１月２５日～４月中旬 
◎「鳴子峡レストハウス」  【冬期休業】１１月２５日～４月中旬 
◎「鳴子カントリークラブ」 【冬期休業】１２月 上旬～４月中旬 
◎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】鳴子観光・旅館案内センター TEL0229-83-3441 

◎「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。 
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 ・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 

◎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) 

◎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」がありま
す。「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   
【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」があります。 
 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 
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