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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５月分＞ (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102
◎川渡温泉「第５回菜の花フェスティバル」のお知らせ
●春の鳴子温泉を会場に、郷土芸能の披露やご当地グルメの販売のほか、様々な現場
で活躍する作業車の試乗体験や再生可能エネルギーの展示が行われます。
【日 時】平成２７年４月２９日（水）午前１０時～午後３時
【場 所】鳴子温泉川渡河川敷公園「菜の花畑」
【野外ステージ】
ゆるキャラじゃんけん大会、産地直送気仙沼少女隊「ＳＣＫＧＩＲＬＳ（エスシーケ
イガールズ）」パフォーマンス、吉本興業所属宮城県住みます芸人「爆笑コメディア
ンズお笑いライブ」、よさこい踊り、こけし囃子・温泉小唄・鳴子踊り、中山温泉御
神楽、古川高等学校吹奏楽部演奏、七福神の舞、餅まき
【展示】
働く車大集合（自衛隊車両、パトロールカー・白バイ、消防はしご車・救急車、高所
作業車、バイオディーゼル（ＢＤＦ）車両ほか）、バイオゴーカート試乗、ミニＳＬ
試乗、バイオマス啓発展示、おもしろ自転車・トライク乗車、ドッグランコーナー
【出店】
どぶろく試飲・飲料販売、やまが旬の市・農産物販売、海産物直売、鳴子ちゃんこ鍋・
鬼焼きそば、油麩丼、菜種油のポップコーンなど
【問合せ】川渡温泉旅館組合事務局TEL 0229-84-7005
◎(川渡温泉)菜の花の見頃
【期 間】４月下旬～５月上旬頃まで
【場 所】川渡大橋河川敷
【問合せ】越後屋旅館TEL0229-84-7005
◎鳴子峡付近の遊歩道情報
①「大深沢遊歩道」４月２９日開通予定
②「中山平遊歩道」４月２０日開通
③「鳴子峡遊歩道(鳴子側入口～中山平口)」河川工事等のため当分の間通行止め
④「おくのほそ道遊歩道」４月２５日開通（注:宿～県境の一部に残雪あり）
【問合せ】大崎市鳴子総合支所地域振興課TEL0229-82-2026
◎かんけつ泉の定休日変更のお知らせ
●かんけつ泉は水曜日が定休日ですが、４月２９日（水）と５月６日（水）は休まず
営業します。
【営 業】＊４月中は１０時００分～１５時００分

＊５月からは９時００分～１６時３０分
【料 金】大人４００円 子供２００円
【定休日】水曜日
【問合せ】かんけつ泉TEL0229-86-2233
◎「潟沼レストハウス」営業再開のお知らせ
●潟沼レストハウスTEL0229-82-2746
【再開日】４月２９日（水）～
【定休日】不定休 ※天候が悪い場合には臨時休業になります。
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◎鳴子ダムの「すだれ放流」と「鯉ノボリの瀧のぼり」のお知らせ
●鳴子ダムの「すだれ放流」の上を勇壮に泳ぐ「鯉ノボリの瀧のぼり」をご覧下さい。
【期 間】５月１日～５月６日
【場 所】鳴子ダム
＊オープニングセレモニー５月１日１１：００～

【問合せ】大崎市鳴子総合支所地域振興課TEL0229-82-2026
◎「ＪＲ陸羽東線」鳴子峡鉄橋の徐行運転のお知らせ
【期 間】５月１日～５月１０日
【時 間】１０：００頃～１６：００頃の間に運行する列車
【場 所】鳴子峡鉄橋付近で徐行運転を行います。
【対象列車】下り（鳴子温泉駅発） 10:04 11:23(みのり) 13:05 15:04

上り（中山平温泉駅発）10:56 12:18 13:57 15:53(みのり)
＊リゾートみのり号は通年徐行運転をしています。
＊列車が５分以上遅れている場合には、徐行運転が中止になることがあります。
◎ギャラリー漆木舎「新緑の季節 手仕事三人展」
●春風に舞う深緑の季節「ギャラリー漆木舎」ではアケビ蔓細工、手描き染め布、
鳴子漆器・漆絵の三人展を開催します。
【期 間】平成２７年５月１日～５月３１日
【時 間】９時３０分～１７時００分 ＊火曜日定休
【場 所】佐藤漆工房「ギャラリー漆木舎」
【作 者】和島常男（アケビ蔓細工）島田ひろみ（手描き染め布）

佐藤建夫（鳴子漆器・漆絵）
【問合せ】佐藤漆工房 TEL0229-87-2361
◎「早稲田桟敷湯」こどもの日サービスデー
●小学生以下のお子様の料金が無料になります。
【期 間】５月３日～５月６日
【問合せ】早稲田桟敷湯TEL0229-83-4751
◎「鳴子温泉街スタンプラリー」開催のお知らせ
●スタンプラリーＭＡＰの台紙に７個のスタンプを集めると毎日先着１０名様に好
日館で記念品を差し上げます。
【開催期間】平成２７年５月３日～５月５日
【参加方法】①ＭＡＰに掲載のスタンプ設置個所７ヶ所を回り記念スタンプを台紙に

押して下さい。
②スタンプが７個揃ったら、好日館へお越し下さい。
毎日先着１０名様に記念品を進呈いたします。
（好日館開館時間：１０時００分～１６時００分）

【設置場所】①ほっとパーク「足湯」 ※東屋の中にあります。
②ＪＲ鳴子温泉駅「ぽっぽの足湯」 ※観光案内所の中にあります。
③ゆめぐり広場「手湯」 ※ゆめぐり回廊の中にあります。
④リブマートオオサキ「ご利益足湯」 ※施設内にあります。
⑤湯めぐり駐車場「足湯 下地獄源泉」 ※施設内にあります。
⑥ほっとサロン「鳴子温泉歴史館」 ※施設内にあります。
⑦ゆのまちたびの好日館 ※施設内にあります。
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【問合せ】でっぺクラブ（好日館）TEL0229-83-2135
◎「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３日はお汁粉無料サービス
【期 間】５月３日～１１月３０日
【開催日】５月～６月（＊毎週日曜日） ７月～１１月（＊毎週水・日曜日）
【時 間】９：００～１４：００
【場 所】コインランドリー隣りのハウス直売所
【問合せ】事務局(北浦ひろみ)TEL 080-1800-8630
◎鳴子温泉駅開業１００周年記念「駅中コンサート」開催のお知らせ
●駅から温かなリズムがタチノボル「駅中コンサート」をお楽しみください♪
駅中コンサートで１００周年をお祝いしましょう。

【日 時】平成２７年５月４日（月）１４時００分～１５時３０分
【場 所】鳴子温泉駅待合室
【料 金】入場無料
【出 演】梅津和時CHIBI-BRASS、佐藤実治
【問合せ】鳴子温泉駅中音楽会実行委員会(高橋) 090-4885-4754
◎「第１４回鬼首ワンデーマーチ」参加者募集中
●モザイクのような若葉の回廊をのんびり歩こう！
約１２kmのウォーキングを楽しみませんか。

【日 時】５月１７日（日）８時３０分：集合 ９時より開会式
【集 合】オニコウベスキー場レストハウスかむろ
【コース】鬼首地区内（オニコウベスキー場～すすきの原）全長約１２km
【参加費】大人５００円 小学生以下３００円 小学生未満無料

＊昼食持参（※味噌汁は出ます。レストランもご利用できます。）
【募 集】児童から一般男女１２０名程度

（申込締切５月１３日。但し定員になり次第締切）
【問合せ】鬼首地区公民館(TEL0229-86-2206)
◎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】
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
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
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１１月２１日～２２日 癒しのヨガ、ハンドﾏｯｻｰｼﾞ、フットﾏｯｻｰｼﾞ、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
◎水源の里を彩る「菜の花の群生」の見頃
●５月下旬になると水源の里鬼首地区を彩る「菜の花の群生」が見頃になります。
【期 間】５月下旬～６月上旬
【場 所】中川原、軍沢、寒湯、岩入地区の河川敷１０ヶ所約８.５ｈａ
【問合せ】オニコウベスキー場TEL0229-86-2111
◎「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３０日～１１月８日の毎週土･日曜日
【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 注オープン前問合せ86-2391髙橋
◎リゾートパークオニコウベの情報
【問合せ】オニコウベスキー場 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
【Ｇ．Ｗ．イベント】
【期 間】５月３日～６日
◆場所：オニコウベスキー場
■ラッキーくんとじゃんけん大会
○対象/小学生以下
○開催場所/センターキューブ前 １１：３０～
■春の花苗プレゼント
○対象/テレキャビンご利用のお客様 各日限定１００名様
■とん汁サービス
○開催時間/１１：００～ 各日限定１００名様
○開催場所/センターキューブ前（屋台コーナー）
■屋台コーナー
○開催時間/１０：３０～
○開催場所/センターキューブ前
■凧作り体験
○開催時間/１０：００～
○料金/凧キット代３００円
○開催場所/センターキューブ前
■くわがたむしプレゼント抽選会
○開催日/５月５日、対象/小学生以下
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○受付場所/チケット売り場 １０：００～ ※抽選券はお一人様1枚限り
○開催場所/センターキューブ前
【ゴヨウツツジの見頃】
●可憐に咲く純白のツツジは、テレキャビン山頂駅から軽登山(約１２０分)した場所
に群生しています。
○テレキャビンは、５月下旬～６月上旬の開花期間中運行予定！
◎「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』
～皐月①；昔ごはん・今ごはん、おふかしに挑戦！～
●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。
５月の１回目は「おふかし」に挑戦します。鳴子は米どころ、ヒトメボレやゆきむす
び、ササニシキ、コシヒカリまで数種類のお米がつくられていますが、もうひとつ忘
れちゃいけないのがもち米！お正月は勿論、彼岸や冠婚葬祭祝いの席など”ハレ”の
席に餅やおふかし（おこあ）が作られてきました。水に浸したもち米を蒸かすから「お
ふかし」、半蒸かしの状態で具材を混ぜこむ「すとぶず」という工程がポイントです！
今回はオーソドックスな「五目おふかし」の他、トマトおふかし、カレーおふかしと
いう”今ごはん”もどうぞ。
１種類はより簡単な炊飯器で作ってみます。出来たてのおふかしは熱々、モチモチで
最高。”取り扱いがちょっと面倒？”というイメージのもち米ですが慣れれば簡単、
おもてなし料理にもピッタリですよ。
【日時】平成２７年５月３日（日・祝）１０：００～１３：３０頃
【会場】東鳴子集会所（陸羽東線 鳴子御殿湯駅下車徒歩約２分）
【参加費】大人３０００円（中学生以上）、小学生１０００円、未就学児無料

（材料費、昼食費込）※大人の方にはもち米１ｋｇのお土産付き。
※材料準備のため、５／１（金）までにお申込ください。
～皐月②；手作りうどん～
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。
さあ、おまたせしました、手作りうどんの時間ですよ！粉と塩と水を混ぜるだけ。な
のにその加減がなんだか難しくてなかなか手作りが億劫・・・そんな風に思っていら
っしゃる方はいませんか？今回はさとのわのベテラン母さん、遊佐さんが混ぜる
時の力加減、寝かせる時間など丁寧に教えてくださるから安心、コツやわからないポ
イントをどんどん聞いてくださいね。季節のおひたしと一緒にツルツル、シコシコ。
新緑の景色をながめながらの里山ごはんにどうぞお越しくださいね。
【日時】平成２７年５月６日（水・祝）１０：００～１３：３０頃
【会場】川渡公民館
【ナビゲーター】中山平在住 米農家 遊佐 幸子さん
【参加費】大人３０００円（中学生以上）、小学生１０００円、未就学児無料

（材料費、昼食費込）※当日作ったうどんはお持ち帰りいただけます。
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※材料準備のため、５／４（月）までにお申込ください。
★『温泉マルシェ』
～お散歩湯治②。馬と歩こう♪～
【日時】平成２７年５／１６（土）・１７（日）
●温泉マルシェ『お散歩湯治。』久しぶりの開催です！新緑が本当に美しい鳴子と近
郊を楽しんでいただこうというプログラム、まずは風が渡る気持ちよい草原でラン
チ、寝そべったらゆっくり雲が動いていくなぁ。水分透過性に優れた名品、鳴子石で
ワークショップ小さな鉢植えを作ります。夕食は地元のお母さんと里山料理をどう
ぞ。翌日は緑あふれる高原でゆっくり乗馬はいかがですか？光あふれる季節、温泉と
お散歩で五感を伸び伸び解放しましょ♪
【参加費】①宿泊プラン大人（中学生以上）２２０００円、小学生￥１２０００、
未就学児無料（１泊４食付、ワークショップ参加費、乗馬、乗馬指導料、保険料含）
②日帰りプラン５／１６大人￥６０００・小学生￥２０００

５／１７大人￥８０００・小学生￥６０００
（ワークショップ参加費、昼食費、保険料含）

《スケジュール》
５／１６（土）（※夕食、朝食は自炊形式）
１１：２０ 川渡温泉バス停集合
１２：３０ アウトドアランチ
１５：００ 鳴子石のワークショップ（鉢植え作り）
１６：３０ チェックイン
１６：１５ ～自由時間～
１８：００ 夕食準備
１９：００ 夕食
５／１７（日）
７：３０ 朝食準備
８：００ 朝食
９：００ 出発～前森高原へ～

１０：００ 乗馬体験
１２：００ 昼食
１４：００ ～１４：３０鳴子公民館着、解散
※宿泊は川渡温泉 宿みやま本館になります。
★『五感を呼び覚ます森歩き⑮』
～海とツツジを眺める新緑の岩手、五葉山登山～
●鳴子在住の宮城県森林インストラクター、遊佐文博さんの案内いただく森歩きの１
５回目。今回は森歩きシリーズ初の岩手県の山登りに挑戦します。行先は五葉山、標
高１３５１ｍ、県内で最も海に近いので山頂からの見晴らしが良く、三陸のリアス式
海岸を一望することが出来ます。五葉山の名は、阿弥陀如来、薬師如来、観音菩薩、
虚空菩薩、愛染明王の五仏を祀る事からとも、藩政時代に伊達藩にとって重要な「御
用山」と呼ばれていた事に由来するとも言われているそうです。５月下旬はヤマツツ
ジが見頃、その数は山肌を覆うほどで満開時は見事！また鹿（ホンシュウシカ）の北
限住域でもあり、登山途中では度々見かけられます。釜石市、大船渡市、住田町にま
たがる五葉山県立自然公園に指定されている気持ちの良い登山道。海と満開のツツジ
を眺めながら、ちょっとショートトリップ、しませんか？



７

【日時】平成２７年５月２７日（水）６：００～１８：００
【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４５００円（ガイド料、昼食代、入浴代、保険料含）
【集合場所】鳴子温泉郷 東鳴子 鳴子公民館駐車場
《スケジュール》
６：００ 鳴子公民館 駐車場集合
６：１０ 出発
９：３０ 五葉山登山口

１０：００ 登山開始
１２：００ 山頂にて昼食
１４：００ 登山口
１４：００ ～１５：００ 入浴、お土産買物など
１５：００ 出発
１８：００ 鳴子公民館着 解散
※今回は出発が早いため、近郊以外の方は鳴子に前泊をおススメいたします。
お申込み締切；５／２５（月）
★『畑時間・２０１５』
●畑、土いじり、自分で野菜を作ってみたいけれど作り方がわからないし面倒・・・・・。
そんな風にお思いの方、いらっしゃいませんか？土を耕し、肥料を入れ、種を蒔く・・・。
自分で作った野菜をいただくシアワセ。収穫だけでなく畑作業の色々を楽しみながら
体験するワークショップ『畑時間』、５月はいよいよ苗の植え付け、種まきのスター
トです。何も考えずに土いじりをしながら畑で風に吹かれる・・不思議と気分もスッ
キリ。ＧＷは周りの田んぼが田植えの最盛期、活気溢れる様子をぜひご覧ください。
日帰りで鳴子にお越しの方、お泊りの方・・ひととき畑時間、いかがですか？
【開催日時】【内容（予定、気温や苗の育ち具合で変更になる場合があります）】
（時間は全回共通 １０：００～１１：４０頃）
4/29(水)､5/1(金)､5/4(月)､5/5(火) ※肥料入、ネギ、カブ人参植え
5/20(水)､5/23(土) ※肥料入れ、青物、トマト、ナス植え

【集合場所】川渡上河原地区「農家レストラン・土風里」近くの畑１０：００集合
【参加費】大人（中学生以上）初回１０００円、２回目以降５００円、
小学生 初回５００円、２回目以降１００円
※収穫時期のお持ち帰りは要別途料金
◎川渡温泉「レンタサイクル」のご案内
●自然豊かな山里の風景をのんびり走ってみたり、お隣の東鳴子温泉まで足をのばし
湯めぐりしてみたり…そんなあなたに無料貸出の自転車を準備しております。ご活用
ください。バスケット付自転車が５台あります。
◎貸出期間：平成２７年４月１日～１１月３０日
◎利用時間：９時～１７時
◎利用料金：無料（エコ活動・環境美化活動にご協力下さい。）
◎利用申込：川渡温泉の各旅館
◎貸出場所：藤島旅館TEL0229-84-7412
【利用方法】
○ご利用に際しましては運転免許証等、身分確認出来るものをご持参下さい。
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○万が一事故が起きた場合は自己責任となり当協会では責任を負いかねますのでご
了承下さい。
○エコ活動・環境美化活動の一環として、袋を１枚お渡ししますので、サイクリング
中、落ちているカンやペットボトル等が目に付きましたら回収してきていただくよう
ご協力をお願いしております。
【注意事項】
○自転車の整備点検は行っておりますが、貸出の際はブレーキの効き等の確認を行っ
て下さい。よそ見による転倒、また一部国道もあり交通量の多い部分もありますので、
車等には十分お気をつけ下さい。
○交通ルールを守り安全運転を心がけて下さい。
◎中山平温泉駅前「レンタサイクル」のご案内
●中山平温泉観光協会では、JR中山平温泉駅前に「レンタサイクル」を設置致しまし
た。自然豊かな中山平温泉の散策、自然名所周り、湯めぐりにどうぞご利用ください。
バスケット付電動アシスト自転車(3段シフト)が４台あります。
◎貸出期間：平成２７年４月２０日～１１月３０日
◎利用時間：９時～１７時
◎利用料金：500円(3時間まで) 800円(1日・8時間)
◎利用申込：中山平温泉駅前の下記商店にお願いします。
倉加屋(0229-87-2201)/イイダストアー(0229-87-2778)

【利用規定(概要)】
○ご利用には身分証明書(免許証等)のご提示が必要です。
（無い場合はご利用できません。）
○料金は前払いになります。（時間オーバーの場合は差額をいただきます。）
○鍵のかけ忘れ・故意・違法行為などによる盗難・破損・故障の場合は、実費にてお
客様の負担となります。
○ご予約は出来ません。
○交通ルールやマナーを守ってご利用ください。
◎「第６回おおさき観光写真コンテスト」応募作品募集中
●四季・まつりをテーマに宮城県大崎市の写真を撮影しよう！
宮城県大崎市の宝の魅力を伝えられるような力作をお待ちしています。

テーマ：「宝の都(くに)・大崎」の「四季」・「まつり」
（※大崎市内の自然、田園風景、祭り、イベント等）

＊応募期間：平成２７年４月１日～平成２８年１月８日（平成２８年１月８日必着）
*応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、作品の裏面にセロテープで貼付して

ご郵送ください。
■郵送先：〒989-6188 宮城県大崎市古川七日町1-1

大崎市産業経済部観光交流課 宛
＊応募サイズ：カラープリントで「四切」、「四切ワイド」、「Ａ４」
＊応募点数：未発表のものに限り１人５点以内
＊応募規定：大崎市内において平成２７年中に撮影したものに限る。

・二次的な合成、加工を施したものは不可。
・応募作品は、原則返却は致しませんが、

選外作品は希望により返却致します。
＊入賞発表：平成２８年２月予定（入賞者には書面にて通知します。）
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賞 ：◇最優秀賞/１点（賞状・副賞）
◇優秀賞/２点以内（賞状・副賞）
◇佳 作/数点（賞状・副賞）
◇特別賞/数点（賞状・副賞）

＊作品展示：平成２８年３月下旬～６月末日まで、市内観光施設又は陸羽東線主要駅
＊表 彰 式：平成２８年３月上旬
【問合せ】大崎市 産業経済部 観光交流課 TEL0229-23-7097 FAX0229-23-7578
◎恒例「おおさき食楽まつり」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】平成２７年６月２７日（土）～２８日（日）
【場 所】鳴子峡レストハウス特設会場（駐車場無料）
【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）

◎鹿島台「デリシャスファーム」の食楽まつり限定トマトうま味やきそば
◎地元食材にこだわった「加美パルコ」の米粉パン、米粉菓子
◎おもてなしには欠かせない「クラフト木村」の食器いろいろ

◆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。

◎石ノ梅こいこいクラブ、やまが旬の市のみそ漬けや新鮮野菜
◎石巻「浜十三」の帆立や殻付ウニ等の海鮮炭火焼、女川「潮風商店」の海産物が
盛りだくさん

◎七味唐辛子、初代源エ門の調合(実演)、辛味もお好みに合わせます
◆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。

◎鳴子「大坂屋」による地酒【雪渡り】を贅沢に使ったオリジナルケーキ
◎美里町「アイム・クレープ」の米粉クレープ
◎おおさき料理対決で入賞した「アッズーロ２Ｍ」のオリジナルデザートなど多数
出展します

◎田尻「ジャージー牧場」の濃厚なジャージーソフトクリーム
◆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】５月３１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みんなで作ろう！｢新幹線のペーパークラフト｣
④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｣(日曜)
⑤親子でチャレンジ！｢バルーンアート＆折り紙教室｣
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⑥可愛く描いてもらおう！｢フェイスペイント｣
◆ライブもあります！
●ソル・デ・ミシオネス(アルパ演奏と歌、土曜のみ)
●カルパンディーナ(南米音楽、日曜のみ)

【問合せ】食楽まつり実行委員会事務局(矢内)TEL090-2956-9900


