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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７月分＞ (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102
◎仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーンのお知らせ
●仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン2015が開催されます。
海や山での自然体験や、伊達美味を始めとした食、復興への歩みを感じる旅…。
仙台・宮城ならではの多彩な夏の旅をお楽しみ下さい。

【期 間】７月１日～９月３０日
※詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.sendaimiyagidc.jp/poster/
◎鳴子音楽祭「湯の街ストリートジャズ in ＳＰＡ鳴子」参加バンド募集中
●「アイラブ温泉。アイラブジャズ。アイラブ鳴子。」鳴子音楽祭2015「湯の街ストリ
ートジャズ in ＳＰＡ鳴子」の日程が決定しました。
現在、参加バンドを募集中です。詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.naruko-onsen.jp/jazzfes/index.html
≪１日目≫平成２７年１０月３日（土）
【昼の部】１２：００～１７：００
【会 場】「鳴子温泉街」
【夜の部】１９：００～２１：００
【会 場】「鳴子温泉街」
≪２日目≫平成２７年１０月４日（日）
【昼の部】１１：００～１５：００
【会 場】「鳴子温泉街」
【問合せ】鳴子音楽祭実行委員会(鳴子温泉旅館組合) TEL0229-83-3441
◎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
◎リゾートパークオニコウベの情報
●かぶとむしふれあいの森
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
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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）
■時間：９：００～１７：００
■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）
●スタンプラリー
４つの施設を利用してスタンプを集めると、記念品をプレゼント！
■開催日：７／１１（土）～８／２３（日）※小学生まで対象
●フォトコンテスト
かぶとむしとふれあっている瞬間がシャッターチャンス！
テーマ かぶとむしといっしょ！
今シーズン、オニコウベの「かぶとむし自然観察園」で撮影したもので、自作の未発
表に限ります。
●かぶとむしレース大会
一番早いカブトムシは！ゴールまで全力疾走！
カブトムシのレース大会で優勝して、世界のカブトムシやクワガタをＧＥＴしよう！
■開催日：７／２６（日）・８／９（日）
■当日受付：１０：００～１２：００ 先着５０名様（※小学生まで対象）
■開始時間：１４：００～
■参加無料 ※手ぶらでもＯＫです！貸し出し用のカブトムシを用意してます。
●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
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●世界のかぶと・クワガタ抽選会
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
【問合せ】オニコウベスキー場 TEL 0229-86-2111
◎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)
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
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】
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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
（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
◎「ブルーベリー摘み取り観光農園」オープン
●鳴子温泉郷の生産農家直営の「ブルーベリーつみとり園」がオープンします。
来園は予約制で７月から受付します。天候により変更になることがあります。
☆印の農家は、みやぎの環境にやさしい農産物認証制度「農薬・化学肥料不使用」

の認証を取得しております。
【期 間】７月１０日～８月２０日
【時 間】９時００分～１６時００分
【入園料】園内食べ放題：中学生以上500円 小学生250円 持ち帰り200g500円
【予約・問合せ】
「中山平地区」
☆うえのブルーベリー園 0229-87-2655
☆ゆさ果実工房 0229-87-2413
☆ブルーベリーヒル 0229-87-1234
☆関農園 0229-87-2190
☆たかはし農園 0229-87-2435
あべファーム 0229-87-2188

「鳴子地区」
☆猪股農園 0229-83-2953

「鬼首地区」
カムロブルーベリー園 0229-86-2207(当日・要問合せ)

◎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、



５

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
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
◎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
◎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
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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」
＊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
◎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。
①鬼首屋 TEL0229-83-2118 (1kg)６５０円
②鳴子観光ホテル売店 TEL0229-83-2333 (1kg)８３０円
③なるみ観光ストアー TEL0229-83-2362 (1kg)８６０円
④NPO鳴子の米プロジェクト TEL0229-29-9436 FAX0229-29-9437
（注：事務所が二宮荘の近くの旧大崎森林組合鳴子支所に移転しました。）
〒989-6711 大崎市鳴子温泉字馬場3-3
（営業時間 平日のみ／９時００分～１６時００分）＊お米は要問合せ
白米(5kg)２,８００円 (10kg)５,６００円 (30kg)１６,７００円
玄米(5kg)２,５００円 (10kg)５,０００円 (30kg)１５,０００円

⑤道の駅｢ＪＡ岩出山米工房｣ TEL0229-73-2222 (H25年米は完売しました。)
(1kg)500円 (2kg)1,000円 (3kg)1,500円 (5kg)2,500円 (10kg)5,000円

◎「日々温 (々ﾋﾋﾞｵﾝｵﾝ)」のイベント情報
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【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』
～文月①：梅の手ほどき～
●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、みんなで作ってワイワイ試食！ちょっとした加減
も直接見ながら、聞きながらなので失敗無しなんです。7月最初のテーマは『梅』。も
う恒例ですね。梅干しはまず生浸けしてからヘタを取って、、、といくつかの処理を経
てから漬け込みます。赤しその揉み方は？塩加減は？？難しそうですが覚えれば簡
単！手作りの梅干しはやっぱり優しい味。今年はぜひ手作りの梅干しにチャレンジし
てみませんか？
【場 所】（中山平温泉）南原地区みみずくホール
（陸羽東線 中山平温泉駅より車で約5分）
【日 時】７月５日（日）10：30～14：00頃
【ナビゲーター】（中山平在住）遊佐幸子さん、助川珠實さん
【参加費】大人￥3300 子供￥1300（作業道貸し、材料費、昼食費含）
※材料の手配のため、7/3（金）までにお申込ください。
～摘みたてブルーベリーでタルト作り～
●さあ、今年もいよいよ鳴子のブルーベリーが美味しい季節になりました！7月2回目
の『里山ごはん～』は恒例企画、摘みたてのブルーベリーで夏のおやつをつくりまし
ょう！今回はベリーとクリームたっぷりのタルトに挑戦です。まずはブルーベリー摘
みへ。化学肥料不使用、丁寧に有機栽培されたブルーベリーは甘み、酸味、大きさ別
に数種類。それぞれ試食しながらたくさん摘んでくださいね！お子様と一緒でも大丈
夫、ゆっくり摘み取り、一緒に作るので『帰ってからまた作ってみたよ！』というお
声をたくさんいただきます♪夏の里山でひとときゆっくりお過ごしください。
【日 時】７月２９日（水）１０：００～１３：３０
【場 所】鳴子公民館(陸羽東線 鳴子御殿湯駅下車､徒歩1分､
仙台駅西口より鳴子行高速直行ﾊﾞｽご利用の方は 東鳴子赤湯 下車 徒歩2分)
【ナビゲーター】鳴子温泉駅前 餅処『深瀬』パテシェール深瀬いず美さん
【参加費】大人￥3500 子供￥1000（ブルーベリー園入場料、食材費、軽食付き）
★『温泉マルシェ』Ｖｏｌ．３０
～「Nomado Kitchen湯治 ①」～
旬の食材で里山料理！
●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、心身を
リラックスさせることを目指す温泉マルシェ。7月と10月に新しい企画が登場です！
その土地の旬の食材を使って、地元の方に料理を教わる、、、さとのわが一番最初に始
めたワークショップ『里山ごはん食べに行こう』は、採れたての野菜の味わいと一緒
に野菜の選び方、処理の仕方など、忙しい普段の日々になかなか注力出来ない部分に
気づく場面がたくさんありました。「Nomado Kitchen湯治」と銘打ったこの企画では
”食べる”シアワセはもちろん、”作る”プロセスを徹底的に楽しもう！と考えていま
す。野菜の処理の仕方や、ちょっとした工夫で美味しくなる方法、出汁の取り方まで、
ベテラン母さん達にこの際、思いっきり教わりましょう！採れたての野菜の滋味溢れ
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る美味しさ、お母さん達の熟練の”技”、、、作業のあとはゆっくり温泉に浸かってのー
んびり。1年の折り返し時期、ちょっと”里帰り”してみませんか？ きっとココロが
ほっこり、じんわりしていきますよ。
【日 時】７月１８日（土）～１９日（日）
【ナビゲーター】農家レストラン土風里 女将 高橋直子さん

米農家 遊佐幸子さん、手仕事家 助川珠實さん
【参加費】※7/15までにお申込ください。
①宿泊プラン 大人￥24000（1泊4食付、ワークショップ参加費、お土産代含）

子供￥12000（ 〃 ）未就学児無料
②日帰りプラン 両日とも ￥6000（ワークショップ参加費、入浴代、昼食代含）
【スケジュール】
《７／１８（土）》

１１：２０ 川渡温泉バス停集合 （陸羽東線 川渡温泉駅、または仙台駅西口より
鳴子行高速直行バスを川渡温泉バス停下車）
１１：４５ 川渡地区の畑にて収穫作業
１２：３０ 農家レストラン 土風里にて

料理ワークショップ
１４：００ 昼食
１５：３０ 終了
１６：３０ 宿へチェックイン

～休憩～
１８：００ 夕食

～交流会～
１９：３０ 終了

蛍鑑賞
２０：３０頃 終了
《７／１９（日）》
８：００ 朝食
９：３０ 出発

穴堰散策～みずの収穫
１０：３０ 頃 料理スタート
１２：００ 昼食
１３：３０頃 終了

後片付け
１４：００頃 解散
※ 宿泊場所は中山平温泉になります。
★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⑰』
～空と花々に埋もれて空中散歩、山形・月山登山～
●遊佐さんと行く森歩き、遠征シリーズ第3 弾は、お隣の山形は出羽三山は月山登山
に挑戦です！ 標高1984ｍ、言うまでもなく湯殿山、羽黒山とともに出羽三山として
古くから山岳信仰の象徴、修験者の場として知られ、山形を代表する山です。磐梯朝
日国立公園の特別区域に指定され、日本100名山や花の100名山に選定されています。
山頂からの眺望は晴れていれば遠く日本海まで見渡せる大パノラマが広がり、見事な
絶景に疲れを忘れてしまうほど。まさに空中散歩！7 月はニッコウキスゲを始めとし
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て、クロユリ、モウセンゴケ、ヒナザクラなど多くの高山植物の花々を見る事が出来
ます。今回は八合目、羽黒口からスタート、大小様々な沼を擁した弥陀ケ原を通って
山頂を目指します。レベルは初級～中級。この機会に是非ご一緒に登頂しましょう！
【日 時】７月２５日（土）
集合：AM6：00 鳴子公民館駐車場集合（鳴子御殿湯駅前） ⇒ 6：10出発
9：00登山口 ⇒ 12：00 山頂、昼食 ⇒ 13：00下山 ⇒ 15：20登山口
⇒ 16：00出発 19：00鳴子公民館駐車場着、解散

【参加費】￥5000（ガイド料、昼食代、保険料含）
※7/22（水）までにお申込ください。
★『里山ＢＢＱ食堂』
●築１５０年の古民家を会場に、風にそよぐ稲穂を眺めながら、鳴子や近郊の豊かな
食材を使った、ＢＢＱランチはいかがですか？？夏野菜が出始める季節、採れたての
野菜をアウトドアユニット、ザ・ワイルダーズが最高のアウトドア料理にしてくれま
す！音楽を聞きながら、お腹いっぱい食べて、笑って、お昼寝もどうぞ（笑）！
当日は鳴子の美味いもの、手仕事品のマルシェも開催！この日ならではの逸品をご覧
下さい。ご参加の方は、温泉入浴割引券を差し上げます！泉質豊富な鳴子の湯、この
機会にぜひお入りになってみてくださいね！
【場 所】（鳴子温泉）尿前（しとまえ）『大家』
（国道47号線、岩下こけし資料館から右折、工事中の道路の為通行にご注意下さい）
【日 時】７月１１日（土）11：30集合、15：00頃まで。
【ナビゲーター】アウトドアユニット ザ・ワイルダーズ ※ゲストあり
【参加費】大人￥3000、子供￥1000（小学生）未就学児無料
★『鳴子石で遊ぼう！』
●吸水性、酸素透過性にすぐれた鳴子石は、鳴子の隠れた名品。
東京スカイツリー内、「すみだ水族館」の大きな水槽で水中植物の植生石として使われ
ています。この度、仙台市に7/1にOPENする「うみの杜水族館」でも使われる事にな
りました。軽く、ノミで簡単に削れるこの石を使った石の器作りワークショップを行
います。水やり不要、時々水に浸けておくだけ！というお手入れ超簡単な石の鉢植え
は、暑い夏の日には小さな”涼”となりますよ！
【場 所】（東鳴子温泉）喫茶はっぴぃさんの倉庫
【日 時】７月４日（土）10：00～11：30位
【参加費】お一人様￥1500（大人・子供共通）

※出来あがった鉢植えはお持ち帰りいただけます。
◎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。
◎「しんとろの湯」臨時休業のお知らせ
●「しんとろの湯」では、お風呂のメンテナンス工事のため、臨時休業になります。
【休業期間】平成２７年７月２２日（水）～７月２４日（金）
【問合せ】しんとろの湯TEL0229-87-1126
◎旅館大沼のイベントカレンダー２０１５
【問合せ】大沼旅館090-7660-3725
◎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～）
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・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、
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）
◎「第３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！
春夏秋冬、心に残るあなたの鬼首はどんな風景でしょうか。

◆期間：平成２７年７月１日～平成２８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、２０１４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、日中の連絡先、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

１２

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２０１６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:photocontest@onikoube.com

◆主催：「鬼楽里(きらり)」鬼の里実行委員会
◎
●
◎
●


