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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４月分＞          (発行) 鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 

◎臨時休業のお知らせ 

「滝の湯」TEL080-9633-7930 
【休業期間】平成２７年３月３０日（月）～４月２４日（金） 
「鳴子観光ホテル」TEL0229-83-2333 
【休業期間】平成２７年３月３０日（月）～４月２日（木） 
（注）日帰り入浴は４月３日(金)まで臨時休業になります。 
「大沼旅館」TEL0229-83-3052 
【休業期間】平成２７年４月１日（水）～４月３０日（木） 
◎鳴子温泉郷内の観光施設(春季)営業再開予定のお知らせ 

【間 歇 泉】TEL0229-86-2233 
（再開日）３月２８日（土）～ 
（営業時間）＊４月中は１０時００分～１５時００分 
      ＊５月からは９時～１６時３０分 
（料 金）大人400円 子供200円 
（定休日）水曜日 
【日本こけし館】TEL0229-83-3600 
（再開予定日）４月１日（水）～ 
（営業時間）８時３０分～１７時 
（料 金）大人320円 高校160円 中学110円 小学80円 
【封人の家(山形県最上町)】TEL0233-45-2397 
（再開予定日）４月１日（水）～ 
【鳴子峡レストハウス】TEL0229-87-2050 
（再開予定日）４月２５日（土）～ 
（営業時間）８時３０分～１７時 
【すぱ鬼首の湯】TEL0229-86-2493 
（再開予定日）４月２５日（土）～ 
（営業時間）１０時～１８時 
（料 金）大人520円 子供260円） 
【吹上高原キャンプ場】TEL0229-86-2493 
（再開予定日）４月２５日（土）～ 
【レストラン鳴子の風(レストラン・売店)】TEL0229-86-2288 
（再開予定日）４月２５日（土）～ 
（営業時間）１０時～１７時 
（定休日）火曜日 
【オニコウベスキー場(グリーンシーズン)】TEL0229-86-2111 
（再開予定日）４月２５日（土）～１１月３日(火) 
（営業日）土・日・祝日と夏休み期間に営業します。 
     その他の平日は休業になります。 
 ※但し、４月２５日～５月６日は毎日営業します。 
（営業時間）９時～１６時３０分 
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【鳴子ダムの堤体(ﾃｲﾀｲ)見学】TEL0229-82-2341 
（再開予定）４月中旬～  
（開閉時間）９時～１７時 
【鬼首地獄谷遊歩道】TEL0229-86-2288 
（再開予定日）４月下旬頃の予定 
【潟沼レストハウス】TEL0229-82-2746 
（再開予定日）４月下旬～ 
【鳴子カントリークラブ（上野々）】TEL0229-83-3667 
（再開予定日）４月下旬～ 
【オニコウベゴルフクラブ】TEL0229-86-2700 
（再開予定日）４月２３日（木）～ 
【(電源開発)鬼首展示館】TEL0229-82-2141＊当分の間休業 
◎「鳴子温泉エンジョイ俳句」作品募集します。 

●「鳴子温泉エンジョイ俳句」作品募集します 
鳴子温泉で俳句を作ってみませんか？鳴子温泉の豊かな自然や暮らしの輝きを、楽し

い思い出を通して俳句に詠んでいただき、お越しの皆様方に広くお伝えするものであり
ます。「おくのほそ道」を歩きながら一句、温泉街で一句、お風呂で一句、足湯で一句、
楽しい作品を募集中します。 
【募集期間】４月１５日～７月１５日 
＊観光協会で選んだ作品は、ホームページ・街中などに掲示し記念品をお送りします。 
なお、俳句大会として運営されるものではありませんのでご了承ください。 
＊鳴子温泉で詠んだ未発表の作品に限ります。 
＊おひとり様３句までご応募いただけます。 
＊ご応募していただいた作品は返却致しません。 
＊鳴子温泉の各所に設置された俳句箱の俳句用紙にご記入のうえ投句して頂きます。 
【問合せ】鳴子温泉観光協会 TEL0229-83-3441 
◎「鳴子温泉駅」開業１００年のお知らせ 

●陸羽東線に大正４年(1915 年)４月１８日に「鳴子駅」が開業して、今年で１００年
を迎えます。現在は「鳴子温泉駅」に改称されました。 
◎鳴子温泉で楽しむ「ヨガ湯治」参加者募集中 

●健康は身体を有意義に動かすことと呼吸が肝心。二宮荘では“温泉とヨガで心も身体
も健康に”をテーマに毎月「ヨガ湯治」を行っています。日帰りもありますので、気軽
に体験してみて下さい。 
「食と健康にこだわる温泉宿」二宮荘では、地産地消の野菜料理と特製スイーツを食育
コーディネーターの女将が企画しています。 
 温泉は「かけ流し」で、リウマチ性疾患、運動器障害、神経麻痺、神経痛に効能があ
ります。また、当館自慢の健康を考えた野菜の創作料理もお楽しみ下さい。 
【開催日】 
 ４月１８日～１９日 呼吸法、自然ヨガ、リズム体操、自然散策 
 ５月２３日～２４日 呼吸法、疲労回復ヨガ、リズム体操 
 ６月２０日～２１日 ハンドマッサージ、癒しのヨガ、朝ヨガ、野菜摘取り 
 ７月１８日～１９日 フットマッサージ、自然ヨガ、朝ヨガ、ブルーベリー摘取り 
 ８月２２日～２３日 疲労回復ヨガ、リズム体操、朝ヨガ、野菜摘取り 
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 ９月１９日～２０日 呼吸法、アンチエイジングヨガ、朝ヨガ、野菜摘みとり 
１０月１７日～１８日 呼吸法、リズム体操、紅葉散策 
１１月２１日～２２日 癒しのヨガ、ハンドマッサージ、フットマッサージ、利き地酒 
１２月１９日～２０日 アンチエイジングヨガ、一年のまとめ 
【ヨガ講師】伏見敏子先生（宮城誠真短期大学講師、日本健康運動指導士会会員） 
【参加費】宿泊コース  ８５００円（３食付） 
     日帰りコース ３５００円（昼食付） 
【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 
◎「第１１回春の川渡温泉写生会」参加者募集のお知らせ 

●昼食の豚汁とおにぎりは無料にて用意してあります。 
【日 時】４月２６日（日）９時～ 
【集 合】大崎市鳴子温泉 川渡公民館 
【参加料】無料（定員５０名程度） 
【開催要項】 
 受付終了後、春の川渡温泉を自由に描き１２時３０分までに提出して下さい。 
 昼食後、閉会式にて審査の発表になります。 
 画用紙は事務局でも用意してありますが、絵の具等は各自でご準備下さい。 
 用具についての規定は特にありません。 
【参加条件】入選作品については１年間お預かりし展示会、ポスター等に利用させて頂
く事が参加条件になります。 
【申込み方法】お名前、ご住所、電話番号を明記のうえ郵便またはＦＡＸ、お電話にて
事務局までお申込み下さい。 
【締切日】４月１９日、または定員になり次第締め切ります。 
【表 彰】最優秀賞 １点、優秀賞 ３点、佳作 ５点程度、特別賞、他 
【審 査】小野寺 榮 先生 
【問合せ・申込み】藤島旅館(藤島雅弘)TEL 090-6455-1510 FAX 0229-84-7671 
◎(川渡温泉)湯沢川の桜の見頃 

●期間中ライトアップを行います。夜桜もお楽しみ下さい。 
【期 間】４月下旬頃～(桜が散るまで) 
【時 間】１８：３０～２２：３０ 
【場 所】川渡郵便局向い側 
【問合せ】越後屋旅館TEL0229-84-7005 
◎(川渡温泉)菜の花の見頃 

【期 間】４月下旬～５月上旬まで 
【場 所】川渡大橋河川敷 
【問合せ】越後屋旅館TEL0229-84-7005 
◎「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２７年４月２６日（日）～１１月８日（日）の毎週日曜日 
【時 間】１０時～１５時 
【場 所】湯めぐり広場 
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【問合せ】メルカート運営委員会(観光交流課内)TEL0229-23-7097  
◎「菜の花フェスティバル」のお知らせ 

●今年も「みやぎ・菜の花フェスティバルinおおさき鳴子温泉」が開催されます。 
ブラスバンドの出演やゆるキャラの大集合、伝統芸能の披露、地酒の無料試飲会、地元
グルメと産直コーナー(大崎市、登米市、南三陸町、新庄市等の予定)があります。 
是非、ご参加下さい。 
【日 時】４月２９日（水）１０時～１５時 
【場 所】（大崎市鳴子温泉）川渡河川敷・菜の花畑付近および広場 
【参加料】無料 ＊飲食コーナーは有料です。 
【問合せ】川渡温泉旅館組合事務局TEL 0229-84-7005 
◎「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』 
○卯月①：春です、”ばっけ味噌”作りです！ 
●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
元のお母さん達と一緒につくってワイワイ試食、どうぞお気軽にご参加下さい。 
４月。春のスタートはやっぱりふきのとうで「ばっけ味噌」作り！ふきのとうはふきの
花のつぼみで、まだ葉が出る前に先に地上に出て来る部分。「春の皿に苦味を盛れ」と
いう言い伝えがあるそうで、冬の間に溜まった脂肪を流し、味覚を刺激することで気分
を引き締め１年をスタートするという意。雪解けと共に最初に現れるほろ苦い使者を里
山では古くより味噌と和えたばっけ味噌にして来ました。 
農家レストラン「土風里」高橋さんのは良い加減の苦さと淡い緑色が特徴、じゃがいも
餅や田楽、春の味をどうぞご一緒に。 
【日時】４月８日（水）１０：００～１３：３０頃 
【会場】農家レストラン『土風里』 
【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3000円 小学生1000円 未就学児無料（材料費、作業道具、昼食代含） 
※材料準備のため、４／６（月）までにお申込ください。 
※出来あがったばっけ味噌はお持ち帰りいただきますのでタッパ―ウェアなど小さな
容器をご持参ください。 
○卯月②；「ゆきむすび」でつくる、おむすびの手ほどき 
●４月２回目は「おむすび」。言うまでもなくお弁当や軽食の定番ですね。今回は元む
すびや店長、北浦ひろみさんをナビゲーターにお迎えし、鳴子の米プロジェクトのサテ
ライトショップであった「むすびや」で人気だった塩むすびや麹南蛮味噌、など人気の
種類のうちいくつかに挑戦します。ひろみさん直伝の米のとぎ方、など人気の種類のう
ちいくつかに挑戦します。ひろみさん直伝の具材のごはんの炊き方、具材の混ぜこみ方、
少し空気を入れる感覚で優しくむすぶ、絶妙ののぎり方は必聴です。 
ゴールデン・ウィーク、運動会などこれからの行楽シーズンに手作りの美味しいおむす
びはいかがですか？ 
【日時】４月１８日（土）１０：００～１３：３０頃 
【会場】東鳴子集会所 
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【ナビゲーター】むすびや元店長 北浦ひろみさん 
【参加費】大人3000円 小学生1000円 未就学児無料（材料費、作業道具、昼食代含） 
※材料準備のため、4/16（木）までにお申込ください。 
※ゆきむすびのお土産付きです。 
○卯月③；石臼で蕎麦粉挽き、「あげねっけ」と「蕎麦がき」つくり 
ＧＷ、鳴子は桜、梅、ユキヤナギなどが一斉に花開き、春爛漫の時期となります。のん
びりお散歩が楽しくなるこの時期の里山ごはんは恒例、愉多工房 芳賀さんの蕎麦粉挽
き。挽き口に少しづつ実を入れながらゴリゴリ・・、また少し入れてゴリゴリ・・。 
重い臼を挽いているのになんだかほっこりするひとときです。挽きたての蕎麦粉でお店
でも人気の『揚げねっけ』の他、そばがきや季節の天ぷらを作りますよ！ 
深呼吸も楽しい春の里山へどうぞ遊びにおいでくださいね！ 
【日時】４月３０日（木）１０：００～１３：３０頃 
【会場】川渡温泉 遊佐家 
【ナビゲーター】岩出山週末そば屋「愉多工房」店主 芳賀ユタカさん 
※４／２８（火）までにお申込ください。 
※蕎麦粉のお土産付きです。 
【参加費】大人3000円 小学生1000円 未就学児無料（材料費、作業道具、昼食代含） 
★『温泉マルシェ』 
『冷えとり湯治⑨』 
【日時】4月11日（土）12日（日） 
【ナビゲータ】 冷えとりｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ  前田 由紀枝さん 
(鍼灸師､女性と子どもの為のたんぽぽ鍼灸院主宰｡Http://yukie-teate.jimdo.com/) 
足元など体をあたため、ヒトが本来持っている自然治癒力を高める健康法「冷えとり」 
と温泉での入浴で温まり、血の巡りを良くすることで免疫力をＵＰさせる「湯治」を組
合せた「冷えとり湯治」は冷えとりインストラクター、前田由紀枝さんをお迎えして２
０１２年３月にスタート、今回で９回目となります。初日のワークショップでまずはじ
っくりココロとカラダと向き合っていただき、不調を認識するところからスタート、２
日目は優しく整える、という構成、食事は自炊形式、地元のベテラン母さん達に登場い
ただいてその時期一番美味しい旬の食材を使った里山料理を一緒に作ります。 
みんなでワイワイ作って食べるごはんは美味しい！古くからの文化、湯治とは単に温泉
に入るだけでなく、散歩したり、旅人同士、地元の人達と語らい、笑って元気になった
んだそう。温泉マルシェは”湯治スタイルの市場”という意で、現代の生活者の方達に
もそんなふれあいの時間を過ごしていただくことで毎回初めて会ったとは思えぬあた
たかなコミュニケーションが生まれています。冬から春、季節の変わり目は様々の節目
でもあります。心身を整えてそれぞれの新しい季節をスタートしましょう。 
【参加費】 
①日帰りプラン6500円（ワークショップ参加費・昼食代・入浴代・お土産含） 
②1泊2日プラン19000円（1泊4食付、全ワークショップ参加費・お土産2種付） 
③ワークショップのみ参加4000円（おやつ付、入浴は要別途料金） 
【会場】川渡温泉 宿みやま本館（http://www.yado-miyama.com/) 
※食事は自炊形式､地元のお母さんに教わりながら旬の里山料理を作ります｡ 
《スケジュール》 
【4/11（土）】 
11:20 川渡温泉バス停集合 
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11:45 昼食 
13:15 ワークショップ①（冷えとり講座） 
14:45 ワークショップ②（自然のお手当こんにゃく湿布編） 
16:15 頃 チェックイン 
18:00 夕食準備 
19:00 夕食 
【4/12（日）】 
 7:30 朝食準備 
 8:00 朝食 
10:00 ワークショップ③（お灸体験） 
11:30 頃終了 
12:30 頃昼食 
14:00 頃解散 
◎県道・国道関係の冬期閉鎖解除のお知らせ 

①４月２４日解除予定「国道３９８号」栗原市花山～秋田県境間 
②４月２４日解除予定「県道岩入・一迫線」鬼首字岩入～栗原市花山間 
③５月１５日解除予定「県道最上・鬼首線」鬼首字大清水～山形県境間 
【問合せ】宮城県北部土木事務所 TEL 0229-91-0734 
 

 
おおさきＦＭ放送の愛称は「びっきＦＭ」８３.５ＭＨzです。 

 


