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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６月分＞ (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102

◎日本こけし館「特別展」のお知らせ
●日本こけし館では、市民ギャラリー「ふれあい展示館」にて特別展を開催中です。
１．手づくり小物とアクセサリー展
【期 間】５月２５日～８月２０日
２．大崎市リサイクルデザイン工房「糸鋸作品他」展示販売会
【期 間】６月 １日～８月２０日
【料 金】＊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
◎平成２７年「鳴子でふるさと体験プラン」参加者募集中
●この時期しかできない田植え体験で田んぼアートに挑戦してみませんか。
田植えと温泉「鳴子でふるさと体験プラン」の参加者を募集中です。

【日 程】６月６日（土）１８時までにチェックイン・オリエンテーション
７日（日）１０時チェックアウト後～作業開始・１５時頃終了予定

【料 金】各旅館の朝食付きプラン＋6500円（小学生未満無料・小学生3000円）
※動きやすい服装、泥で汚れても良い服装でお越し下さい。
素足で田んぼに入るため、ハーフパンツ又は膝上までまくり上げられるジャージな

どがおススメです。
※雨天決行のため、カッパなどの雨具をお持ち下さい。
【問合せ】旅館すがわら TEL0229-83-2022 姥の湯 TEL0229-83-2314

東多賀の湯TEL0229-83-3133
◎平成２７年度「地大豆湯治」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！

【平成２７年度スケジュール】(予定)
６月１１日（木） 種まき大作戦
６月２１日（日） 苗植え大作戦（立派な大豆ができますように！）
７月 ５日（日） 草取り大作戦その１（畑仕事は草取りが命です！）
７月１９日（日） 草取り大作戦その２
８月 ２日（日） 草取り大作戦その３

２

８月１６日（日） 草取り大作戦その４
８月３０日（日） 草取り大作戦その５
９月１３日（日） 草取り大作戦その６
９月２７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）

【参加について】
オーナー制となっております。年間1口5,000円です。
【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
【オーナー条件】
1)積極的に作業に参加すること
2)一般参加者と垣根を作らず楽しく交流していただくこと
責任をもった自律的行動での参加をお願いします。
※オーナーでない方も、スポット参加が可能です。お気軽に参加ください。
※畑仕事のスケジュールや収穫した大豆の分配量に関しましては、天候や生育状況に
よって大きく左右されますので、あらかじめご了承ください。
【はたけ】
鳴子温泉郷 石の梅地区 宿みやま クラインガルテン
〒989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字要害91[地図] 電話：090-2994-7196
【地大豆の品種】
1)宮城の在来種、こくがあって美味しい「くるみ豆」…味噌づくり
2)宮城の在来種、枝豆も抜群にうまい「じゃこう豆」…枝豆
【作業参加費】
※草取り等、作業の参加は無料（おやつ、昼食は各自持参となります）
※イベント時にはそれぞれ参加費がかかります。
【6/8 種まき大作戦】2,000円 ※オーナー優待料金1,500円
【9/28 枝豆カーニバル】3,000円 ※オーナー優待料金2,000円
＊小学生の方は半額、幼稚園以下無料、それぞれ昼食・入浴代込みです

【作業の服装と持ち物】
動きやすく汚れても良い作業着が望ましいです
タオル、長靴、軍手、雨具（雨天時）、虫除け、メガネ、マスク（脱穀時）
※持ち物に関しましては、各自での用意となります。
【作業開始時間】
毎回基本的に１０時からみやまさんの畑で開始しています。
【温泉の入浴について】
作業後、参加者は割引料金で「旅館大沼」の温泉を利用できます。（400円）
地大豆湯治以外の時でも使える、旅館大沼限定の「年間入浴パスポート」3,000円
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（オーナーは特別価格2,000円）もご用意してあります。
【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
◎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｣
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
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◎旅館大沼のイベントカレンダー２０１５
◎カエル・シンフォニー 2015 ～田んぼに学ぶ～
●自然栽培を実践する加美町の長沼太一さんを訪れ、カエルが棲む田んぼに学び、土
に触れます。丁寧に育てられた野菜やお米を味わった後は、カエルについて学んだり、
夜の暗闇の中でカエル合唱団の演奏会を楽しみます。
ホタルさんも現れるか！？乞うご期待！
【日 時】平成27年6月27日（土曜日）13：00～（JR古川駅集合）
【場 所】加美町～鳴子（石ノ梅エリア）を貸切バスで移動します
※旅館大沼または鳴子御殿湯駅で解散となります
【参加費】7,000円（含：田んぼ学習会、夕食、日帰り入浴、夜のカエルツアー）
※「カエル・シンフォニー参加宿泊セットプラン」もございます
【講 師】長沼太一さん
【演 奏】石ノ梅カエル大合唱団
【証 明】ホタルのみなさま（？）
【協 力】株式会社ag-people
◎お豆とお月さまの宴
●地大豆湯治プロジェクトで育てた完全無農薬のお豆を畑で収穫し、 茹でたての枝
豆を食べます。畑仕事の後は、温泉でゆったり汗を流しましょう。
秋の新酒を味わいながら夕食をとり、鳴子の温泉の起源といわれる神秘の沼「潟沼」
にて、観月会を開きます。静けさの中から浮かび上がる音の中、 潟沼の水上に輝く
中秋の名月を楽しみませんか？
【日 時平成27年】9月27日（日曜日）10：00～
【場 所】大豆畑（石ノ梅）～大沼山荘～→潟沼
【参加費】一般 7,000円／小学生 3,000円／幼児(食事あり) 1,000円

（含：枝豆カーニバル参加費、日帰り入浴、夕食、潟沼観月コンサート）
◆観月会(夜)のみ参加の場合 ・食事つき／5,000円（18：00～）

・食事なし／1,000円（19：30～）
【演 奏】yukkiさん
◎ゆきむすびの宴
●鳴子で育てられているお米「ゆきむすび」が誕生するまでのストーリーを、映像や
お話を通して学びます。
ミニコンサートでは、ゆきむすびを題材にした音楽などを聴き、 今年の新米を使っ
た「ゆきむすびランチ」をいただきます。その後は、温泉でゆったりとお過ごしくだ
さい。
【日 時】平成27年11月15日（日曜日）11：00～
【場 所】旅館大沼「母里乃館」
【参加費】4,000円（含：昼食、日帰り温泉入浴）
【演 奏】吉川真澄さん（ソプラノ）、他
◎ミツバチの宴
●鳴子温泉・久田エリアにある湯治林にて新月伐採を見学し、木に触れ、森や、森に
棲むミツバチの生活を学びます。山荘では、ミツバチにまつわる映像や音楽を楽しみ、
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ハチミツを使ったお酒や料理をつくって、味わいます。
【日 時】平成28年2月6日（土曜日）13：00～（旅館大沼集合）
【場 所】湯治林（久田エリア）～旅館大沼山荘
【参加費】5,000円（含：伐採見学、ミツバチ座談会、料理体験、日帰り入浴、夕食）
◎お花見 ～春の夜風とともに～
●４月下旬、鳴子にもようやく桜の季節がやってきます。春の山菜や、おむすび、地
酒を片手に、ライトアップされた桜並木の下で、お花見を楽しみます。楽器の持ち込
み（大音量ではないもの）も、大歓迎です。
【日 時】平成28年4月23日（土曜日）18：00～（旅館大沼集合）
【場 所】江合川沿い桜並木
【参加費】3,000円（含：お花見弁当、お酒、日帰り入浴）
【問合せ】大沼旅館090-7660-3725
◎平成２７年鳴子温泉で楽しむ「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】平成２７年分
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
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
◎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
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◎「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。
（営業時間）９時～１６時３０分
◎かぶとむしふれあいの森
■開催日：7/11（土） 〜 8/23（日）開催！
●昆虫キング！？森のダイヤ「かぶとむし」に出会う
立派な角に堅い甲羅、黒く輝く森のダイヤ「かぶとむし」。近年、子供たちを中心に
人気のかぶとむしは、カナブンやコガネムシと同じ仲間です。オニコウベエリアでは、
雑木林に生息するかぶとむしを観察したり、ふれあい体験ができます。新しい発見が
期待できるぞ！
◎テレキャビンで行く、かぶとむし自然観察園
●かぶとむしの生態を観察しよう
ネットで囲った雑木林の中にオニコウベで羽化したカブトムシを放し、自然の状態で
カブトムシの生態が観察できます。
■開催日：7/11(土） 〜 8/16（日）
■場 所：鍋倉山頂（標高1,100m）
■時 間：9：00〜 16：30
■入場無料 （テレキャビン乗車代は別となります）
※テレキャビン往復料金／大人1,000円、子供（小・中学生）500円、幼児（4～6歳）
300円
◎世界の昆虫展示館
●貴重な世界のカブトムシ・クワガタムシに 触れられる“ふれあい体験”
世界のカブトムシ・クワガタムシを水槽展示で観察できます。カブトムシやクワガタ
のふれあいコーナーもあり、特にヘラクレスのふれあいコーナーは大人気です！
■開催日：7/11（土） 〜 8/23（日）9：00〜 17：00 ※8/23は12：30で終了
■入場料：大人 400円 / 4才〜 中学生 300円
（但しテレキャビンご利用の方は無料となります）

◎ヘラクレス・クワガタプレゼント抽選会！
●人気のヘラクレスオオカブトとクワガタを抽選で10名様にプレゼント!
■開催日：7/20（月）・8/1（土）
■応募時間：当日 10：00～13：00
■抽選会：14：00～
※4歳～小学生まで対象
※抽選券は、当日10：00よりチケット売り場で配布いたします。
※抽選券は、お一人様1枚限定
◎世界のかぶと・クワガタ抽選会
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●ファイナルイベントでは昆虫展示館のかぶと･クワガタを抽選でプレゼント！
■開催日：8/23（日）
■応募時間：当日 10：00～12：30
■抽選会：14：00～
※4歳～小学生まで対象
※抽選券は、当日10：00よりチケット売り場で配布いたします。
※抽選券は、お一人様1枚限定
◎平成２７年「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
◎平成２７年「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１５日の毎週土･日曜日（但し、８月１３日は開店）

＊１０月１１日（日）は恒例のお客様感謝デー
【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
◎平成２７年「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
【問合せ】メルカート運営委員会(観光交流課内)TEL0229-23-7097
◎平成２７年「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」
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＊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。）

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
◎「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
★『里山カフェ』
～ほっこり、ゆっくり、お茶っこ日和～
●鳴子のお山のふもとでオープンする、年に２日間だけの特別なカフェ、「里山カフ
ェ」が今年もやって来ます！ 地元の食材を生かしたお菓子やお飲みものを味わいな
がら…柔らかな緑萌える鳴子の美しい景色を、ゆったりと流れる時間の中で、お楽し
みいただけましたら幸いです。 里山カフェスタッフ一同
【日 時】６月６日（土）・７日（日）１１：３０～１７：００
【会 場】鳴子温泉尿前（しとまえ）地区の旧家「大家（おおいえ）」

（宮城県大崎市鳴子温泉字尿前１４０）
【会 費】おひとり１０００円（里山おやつプレート&ドリンク、里のおみやげ付き）
※おやつとドリンクは、メニューより一品ずつお選びいただけます。（1日８０セット
限定）※ご予約は不要です。
【問合せ】里山カフェ http://satoyama-cafe.jimdo.com
＊鳴子温泉の３つのお宿の共同企画「田植えと温泉；鳴子でふるさと体験プラン」同
時開催！詳細はこちら…主催：旅館すがわら（http://www.ryokan-sugawara.com）姥
の湯旅館（http://ubanoyu.com）、東多賀の湯（http://www.higashitaga.net）
★『里山ごはん食べに行こう』
～水無月①；笹巻きと筍の手ほどき～
●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月最初は恒例、笹巻き作り！田んぼや畑の作業が忙しくなるこの時期、ゆっくり食
事を作る時間が無いため、お母さん達が合間にさっと作ってお昼や休憩時に食べたと
いう軽食。やわらかく香りが良い笹の新葉が出るこの季節ならではの郷土食です。
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葉にもち米や具材を入れてイグサなどで結び、茹でていただきます。
塩味の小豆を入れたもの、野菜やお肉を入れた五目タイプなど数種類、おもてなし料
理にもピッタリです。今回はこの他に新たけのこの処理方法の手ほどき、お惣菜も作
ります、まさに初夏の里山ごはん！のんびり、ほっこりのひとときへどうぞ遊びにお
いでくださいね。
【日時】６月１０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（中学生以上）小学生￥１０００ 未就学児無料（材料費、
昼食費込）（※タケノコのお土産付き）
※材料準備のため申込み〆切６／８（月）
～水無月②；手作り野草茶の手ほどき～
●６月の２回目は手作りのお茶作りに挑戦です。摘んだ葉を洗い、丁寧に乾燥させて
作る野草茶。ヨモギやカキドオシ、笹からゴーヤまで意外にたくさんの種類があるん
です。乾燥させた葉をミルで細かくし、混ぜこんだパンケーキは小豆の餡子と一緒に
どうぞ！利尿作用など、自然のお茶の持つ優しいチカラについて、ゲストによる解説、
お話会もあります。田植えが終わったばかりの美しい中山平の田んぼ景色を見なが
ら、熱いお茶でほっこり。光あふれる６月、そよ風わたる気持ちの良い里山の庭先が
会場です、みんなでワイワイ、ご一緒にひとときいかがですか？
【日時】６月２１日（日）１０：００～１３：３０頃
【会場】中山平温泉 南原地区遊佐家
【ナビゲーター】中山平在住 遊佐幸子さん、助川珠實さん

（※ゲストによる野草、野草茶についての解説あり）
【参加費】大人￥３０００（中学生以上）小学生￥１０００ 未就学児無料（材料費、
昼食費込）（※手作り茶のお土産付き）
※材料準備のため申込み〆切６／１９（金）
★『温泉マルシェ』Ｖｏｌ．２９
～「きもの湯治」今年は自分で浴衣を着よう！夏衣・浴衣合わせ～
●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。６月は「きもの湯治」の２回目を開催いたします。
歴史ある鳴子温泉郷は、昔から唄、踊り、茶道などと親しんで来た湯の街でもありま
した。ずっと和装と伴走してきたわけです。ひとくちに「きもの」と言ってもその範
囲は広くて様々。今回のテーマは”夏衣”。とりわけ浴衣にスポットを当て坂本さん
の解説を伺いながら皆で談義、柄や色などについて学びます。また、着つけのワーク
ショップを設け、初心者の方はご自分で着られるように、中級者以上の方はさらに楽
しめるようなコーディネート、着方の提案をもありますよ！蛍鑑賞会、女将によるお
点前、茶懐石など、初夏の和装を楽しんでいただけるひととき、皆様お誘い合せの上、
この機会にどうぞお越しくださいね。
【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
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（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２７日（土）～２８日（日）
①日帰りプラン（6/27）￥５５００（入浴代、ワークショップ参加費、お土産代含）
②日帰りプラン（6/28）￥９０００（茶席、茶懐石昼食代、入浴代、ワークショップ
参加費、お土産代含）
③宿泊プラン￥２５０００（１泊３食付、茶席、全ワークショップ参加費、入浴代、
お土産代含）
【スケジュール】
6/27（土）
12:45 山ふところの宿 みやま集合（鳴子温泉郷 川渡温泉）
13:00 ワークショップ①～夏衣あれこれについて。
14:00 休憩
14:30 ワークショップ②～浴衣の着方。

浴衣の着付け基本・中級・上級
お客様それぞれに似合う柄、色などをコーディネート

16：30頃終了
17:00 旅館 大沼チェックイン

～フリータイム～
18:30 夕食（旅館大沼で人気の『一汁三菜コース』をご用意
20:00 浴衣で蛍鑑賞会。（雨天、荒天の場合は鑑賞出来ない場合有り）
20:45頃終了
6/28（日）
8:00 朝食
9:45 出発
10:00 ワークショップ③～浴衣の着付け・2

前日のおさらい。帯の結び方、コツ。
11:15 初夏のお茶席

旅館大沼 女将 大沼安希子さんによるお点前と着物談義。
12:00 昼食 旅館大沼 板長による茶懐石
13:30 入浴
14:30 解散
★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⑯』
～神々が舞い降りた出羽三山系、360度パノラマビューの山形・葉山登山～
●鳴子在住のインストラクター、遊佐文博さんと歩く【五感を呼び覚ます森歩き】の
１６回目。６月は山形・葉山登山に挑戦です！標高１４６２ｍ、山形県村山市と寒河
江市の境に位置、江戸時代初期までは月山、羽黒山とともに出羽三山に数えられ、山
岳信仰、修験の山として東北一円に知られました。古くは羽山（村山平野の里近くの



１１

端の山の意）と書き、神の降臨する山と言われていたそうです。ブナの原生林におお
われた登山道、山頂近くの湿地トンボ沼、奥の院まで静謐なひととき。断崖絶壁にせ
り出す座禅岩など修験の面影を残す岩場や山頂の大つぼ岩からは３６０度のパノラ
マビュー！晴れれば月山、朝日連峰、吾妻連峰から鳥海山まで神々しい景色を望めま
す。高山植物が広く植生しており、キツリフネ、オクトリカブト、イワイチョウなど
貴重な種類に出会えます。遊佐さんと行く、新緑の”元祖出羽三山参り”へどうぞご
一緒に！
【日時】６月１３日（土）６：３０～１７：３０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￥４５００（ガイド料、昼食代、入浴代、保険料含）
【集合場所】東鳴子温泉 鳴子公民館駐車場
《スケジュール》
6:30 鳴子公民館 駐車場集合
6:40 出発
8:50 葉山登山口
9:00 登山開始
12:00 山頂にて昼食
14:30 登山口
15:30 入浴
16:30 出発
17:30 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６／１１（木）
★『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』、６月は枝豆やトマトを植えます。それからカブ
や水菜の間引き作業、小さな芽を大きく出来るかな？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！田植えが終わった田んぼには青
苗がそよそよ。美しい里山景色が広がります。日帰りの方、お泊りの方・・ひととき
畑時間をいかがですか？
【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）
6/11（木）、6/14（日）、6/17（水）、6/20（土）、6/23（火）、24（水）
※枝豆植え、ジャガイモ、カブなど間引き作業、土壌整備、草取り

【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
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【参加費】大人（中学生以上）初回￥１０００、２回目以降￥５００、
小学生 初回￥５００、２回目以降￥１００
※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。
○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。
◎
●


