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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２８年１月分＞           (発行) 鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 
◎岩下こけし資料館「ひなこけし展」のお知らせ 

●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
しストラップとペン立ての絵付け体験もできます。 
【期 間】１月１日～３月３１日 
【時 間】８時００分～１８時００分 
【料 金】入場無料 
【問合せ】岩下こけし資料館 TEL 0229-83-3725 
◎年末年始バスダイヤのお知らせ 

●休日ダイヤ「大崎市営バス鬼首線」 
【期 間】１２月２９日(火)～１月３日(日)(鳴子総合支所TEL0229-82-2191) 

●休日ダイヤ「ミヤコーバス高速仙台・鳴子線」 
【期 間】１２月２９日(火)～１月３日(日)(古川営業所TEL0229-22-1781) 

●運 休  「ミヤコーバス古川・鳴子線」 
【期 間】１２月２９日(火)～１月３日(日)(古川営業所TEL0229-22-1781) 

◎年末年始臨時休館のお知らせ 

●「感覚ミュージアム(大崎市岩出山)」(TEL 0229-72-5588) 
【休館日】１２月２８日～１月４日（定休日：月曜日） 
●「有備館(大崎市岩出山)」(TEL 0229-72-1344) 
【休館日】１２月２９日～１月３日（＊年末年始） 
◎「鳴子・早稲田桟敷湯」年末年始営業時間変更お知らせ 

【１２月３１日】 １２時００分～２１時００分 
【１月１日～３日】１０時００分～２１時００分 
【１月４日～ 】  ９時００分～２２時００分 ＊通常営業 
【料 金】大人５４０円 子供３２０円 
【問合せ】鳴子・早稲田桟敷湯 TEL0229-83-4751 
◎「しんとろの湯」年末年始営業時間変更お知らせ 

【１２月３０日～３日】９時００分～２０時３０分 
【１月４日～ 】   ９時００分～２１時３０分 ＊通常営業 
【料 金】大人４２０円 子供２１０円 
【問合せ】しんとろの湯TEL0229-87-1126 
◎「福の湯」年末年始営業時間変更お知らせ 

【１２月３１日】１０時００分～１７時００分 
【 １月１日～】１０時００分～２０時００分＊通常営業（土・日・祝は２１時まで） 
【料 金】大人６００円 子供３００円（入浴のみ）休館日：毎月第３木曜日 
【問合せ】福の湯TEL0229-81-1570 
◎「滝の湯」の元旦無料のお知らせ 

●元旦のみ無料で入浴出来ます。 
【営業時間】７時３０分～２２時００分 ＊変更はありません。 
【問合せ】滝の湯TEL080-9633-7930 
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◎「鳴子温泉神社 初詣（元朝参り）」 

【日 時】１月１日 
◇絵馬奉納（１枚５００円）＊願い事を絵馬に書いて奉納しませんか。 
◇厄歳御祓い（男）２５歳・４２歳・６１歳（女）１９歳・３３歳・３７歳 
◇ご朱印（１回３００円） 
【問合せ】温泉神社TEL0229-82-2320 
◎「八幡神社・古峰神社 初詣（元朝参り）」 

【日 時】１２月３１日２３時４５分～１月１日１時３０分 
◇干支サブレ・おみくじサブレ（２枚組）を八幡神社で先着３０名様に、古峰神社で先
着２０名様にそれぞれ差し上げます。 
【問合せ】カーベ・ホリエTEL0229-83-2889 
◎「川渡温泉石神社 初詣（元朝参り）」 

【日 時】１月１日 
◇絵馬奉納（１枚３００円）＊願い事を絵馬に書いて奉納しませんか。 
◇厄歳御祓い（男）２５歳・４２歳・６１歳（女）１９歳・３３歳・３７歳 
【問合せ】高橋久俊TEL0229-84-7293 
◎「(鬼首)荒雄川神社 初詣（元朝参り）」 

【日 時】１月１日 
◇絵馬奉納（１枚３００円）＊願い事を絵馬に書いて奉納しませんか。 
◇厄歳御祓い（男）２５歳・４２歳・６１歳（女）１９歳・３３歳・３７歳 
【問合せ】高橋久俊TEL0229-84-7293 
◎「中山平温泉 どんと祭」 

【日 時】１月１４日 １７時３０分～１９時３０分 
【場 所】中山平温泉駅前広場 
【問合せ】町内会長 渡辺 昇TEL 0229-87-2088 
◎「鳴子温泉神社 どんと祭」 

【日 時】１月１５日 ７時～１５時 
【場 所】鳴子温泉神社境内 
【問合せ】温泉神社TEL0229-82-2320 
◎「東鳴子温泉神社 どんと祭」 

【日 時】１月１５日 １８時～１９時３０分 
【場 所】東鳴子温泉神社 
【問合せ】勘七湯0229-83-3038 
◎「川渡温泉石神社 どんと祭」 

【日 時】１月１５日 ８時～１４時 
【場 所】川渡温泉石神社境内 
【問合せ】高橋久俊TEL0229-84-7293 
◎「鬼首地区 どんと祭」 

【日 時】１月１６日 １８時～２１時 
【場 所】田野生活センター前 
【問合せ】かむろ荘(大山厚昭)TEL0229-86-2301 
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◎ゆさや旅館｢第１７回新春湯の街演芸会｣ 

●今年も恒例の「新春湯の街演芸会」が開催されます。真打落語をお楽しみ下さい。 
【日 時】平成２８年１月１６日（土）１９時３０分開演(10分前までにお入り下さい) 
【場 所】ゆさや大広間（＊当日、宿泊のお客様は入場料無料となります。） 
【料 金】入場料２０００円（＊事前に電話でご予約下さい。） 
【出演者】蝶花楼馬楽（落語・真打） 

     宝井琴調 （講談・真打） 

     大道詩子 （津軽三味線師匠） 
【問合せ】ゆさや旅館TEL0229-83-2565 
◎ＢＩＧＬＯＢＥ「みんなで選ぶ 第８回温泉大賞」のお知らせ 

●ＢＩＧＬＯＢＥ「みんなで選ぶ 第８回温泉大賞」では、ご当地キャラクター部門に
「なる子ちゃん」がエントリーしています。是非、投票にご協力下さい。 
また、温泉宿部門と温泉地部門でも投票を行っていますのでよろしくお願いします。 
 詳しくはこちらをご覧下さい。 
 http://travel.biglobe.ne.jp/onsen/award/?keiro=kankou 
【投票期間】平成２７年１２月９日～平成２８年１月２９日（予定） 
【結果発表】平成２８年２月１７日（予定） 
◎「風っこストーブ湯けむり号」運行のお知らせ 

●仙台駅から鳴子温泉駅まで直通で「風っこストーブ湯けむり号」が運行されます。 
 石炭の温もりあふれるダルマストーブのやわらかな暖かさを体験。ストーブ列車で冬
の鳴子温泉郷へ。陸羽東線の冬景色をストーブ列車でお楽しみ下さい。 
【運転日】平成２８年１月３０・３１日（風っこ２両＋みのり１両） 
【運転区間】仙台駅～小牛田駅～鳴子温泉駅 ＊全席指定です。 
【時刻表】(下り)[仙台]9:13⇒[古川]10:14⇒11:00[鳴子温泉] 
     (上り)[鳴子温泉]14:42⇒[古川]15:36⇒16:36[仙台] 
【空席の問合せ】ＪＲ東日本テレホンセンター TEL050-2016-1600 
◎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。 
 花のお江戸で高座をつとめた人気者「六華亭遊花」の落語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２８年１月３１日（日）１３時３０分開演 
【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 
◎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１９日（土）～３月２７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～２０時４５分（土・日・祝日と年末年始） 
●国道１０８号花渕山バイパス開通記念！ 
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※１日券購入の方先着１０８名様にドリンク券を毎日プレゼント！ 
●スキーこどもの日 
※子供（小・中学生）のリフト１日券１１００円 
※毎週土・日・祝日 

●レディースデー 
※女性のリフト１日券２１００円 
※毎週水曜日（＊１２月３０日は除く） 

●メンズデー 
※男性のリフト１日券２１００円 
※毎週木曜日（＊１２月３１日・２月１１日は除く） 

●スキーの日抽選会 
【日 時】１月１１日（月） 
※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ｏｒ５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 

●バレンタイン抽選会 
【日 時】２月１４日（日） 
※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ｏｒ５時間券を購入の男性先着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１０回大崎市スノーフェスティバルｉｎオニコウベ 
【日 時】２月２１日（日）（＊前夜祭２月２０日（土）） 
■参加料無料！ 
■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！ 

●ＳＮＯＷ ＤＵＤＥ 
【日 時】２月２７日（土）・２８（日） 
■スノーボードのスロープスタイル選手権 

●第３７回オニコウベカップＧＳ大会 
【日 時】３月６日（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月１３日（日） 
※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ｏｒ５時間券を購入の女性先着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 

●春スキー 
【期 間】３月２２日（火）～３月２７日（日） 
※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月２７日（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ｏｒ５時間券を購入の方先着１００名様（シーズン券もＯＫ） 
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■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月２７日（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。 

★リフト料金 

券 種 大人 シニア 
子供 

（小・中学生） 
利用時間 

1日券 3,700円 2,700円 2,200円 
平日9：00〜16：45 

（土・日・休日8：30〜17：00） 

5時間券 3,200円 2,200円 1,700円 販売から5時間 

ナイター券 1,600円 1,100円 1,100円 16：00〜★ 

回数券（11回） 3,000円 1回券 300円 2016シーズン中 

※ナイターは20：45まで、営業期間：12/20～3/21の土・日・祝日、年末年始（12/26から1/3） 

※当日購入した1日券及び5時間券をチケット売場に提示いただくとナイター券が半額となります。 

※期間、曜日により、リフト運行が異なります。 

※天候、積雪状態により、リフトの運行時間などを変更する場合がございます。ご了承下さい。 

※シニア割引料金の対象年齢は60歳以上となります。 ※未就学児は無料  ※子供は小・中学生 

★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 

（スキー＋ブーツ＋ポール） 

（ボード＋ブーツ） 

4,200円 3,400円 2,500円 2,700円 2,200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） 

■子供シーズンレンタル／2016シーズン中何回レンタルしても9,000円 限定100名様 

受付期間：12/19（土）～1/11（月） 

受付方法：レンタルコーナーで直接受付となります。ご了承下さい。 

※お申込みの際は身分証明書（免許証、学生証、保険証など）をご提示願います。 

※ソリ：500円 
◎上野々スキー場情報 
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【安全祈願祭】１２月２３日（水）１０：００ 
【リフト営業期間】１２月２６日～３月中旬の土・日・祝日のみ営業 
         （※年末年始12/26～1/11は毎日営業） 
【リフト営業時間】９時００分～１６時００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（冬期間無休）TEL0229-83-3110 

   ＊休憩所9:00～16:00 ＊食堂11:00～14:00 
 はやぶさ食堂（12/29～1/6と土・日・祝日のみ営業）TEL0229-83-3317 
   ＊食堂・貸スキー8:30～17:00 
◎「さとのわ睦月(１月)プログラム」のお知らせ 

【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』睦月①：恒例！しそ巻き作りの会 
●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、ワイワイ試食します。新年は恒例の
しそ巻き作り！山の実や味噌、砂糖・・・調味料を混ぜ込んだ特製味噌を、しその葉で
巻いてさっと油で揚げるしそ巻き。その混ぜ込み方、塩梅は作り手さんによって皆違う
腕の見せどころ。東北全域で作られる代表的な保存食ですが宮城県では特に盛んで、冬
には雪に覆われる鳴子ではとりわけたくさん作られています。今年で創業２５年、今回
もマイスター、北浦つや子さんと一緒に秘伝の味に挑戦します！揚げたてのしそ巻きを
是非ご賞味下さい。 
【日 時】１月１７日（日）１０：００～１３：３０頃 
【会 場】鳴子温泉 東鳴子集会場 (陸羽東線 鳴子御殿湯駅下車 徒歩2分 

仙台駅より鳴子行直行高速ﾊﾞｽご利用の方は東鳴子赤湯ﾊﾞｽ停下車 徒歩5分) 
【ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ】北浦しそ巻き 北浦つや子さん 
【参加費】大人￥3300（中学生以上）、小学生￥1300、未就学児無料（昼食付、材料費、
貸道具含） 
＊材料手配の為、1/15（金）までにお申し込みください。 
※『里山ごはん食べに行こう』睦月②：簡単！凍み大根作りとお惣菜 
●１月２回目の里山ごはんは、凍み大根。真ん中に通した紐の跡から”へそ大根”とも
呼ばれる冬の代表的な保存食です。雪に覆われる１年でもっとも寒い時期に作られるこ
れらは、水やぬるま湯で戻してお煮つけなどの料理に使われます。寒風にさらすこと約
１か月、飴色のカラカラ状態になった大根なのに、煮物になるとあら不思議！ジューシ
ーな大根の味が生きています。今回は定番のお煮つけの他に冬野菜、味噌とで作る凍み
大根のグラタンもご紹介！便利な冬の保存食作りをどうぞご一緒に。 
【日 時】１月３０日（土）１０：００～１３：３０頃 
【会 場】鳴子温泉 東鳴子集会場 ( 陸羽東線 鳴子御殿湯駅下車 徒歩2分 

仙台駅より鳴子行直行高速ﾊﾞｽご利用の方は東鳴子赤湯ﾊﾞｽ停下車 徒歩5分) 
【ナビゲーター】さとのわ事務局 鈴木美樹 他 
【参加費】大人￥3300（中学生以上）、小学生￥1300、未就学児無料（昼食付、材料費、
貸道具含） 
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＊材料手配のため1/28（金）までにお申し込みください。 
※鳴子の冬遊び『かまくらを作ろう！』 
●スキー、スノボにスノートレッキング・・・冬の遊びはたくさんありますね！さとの
わの冬遊び、今回は初企画、かまくら作りに挑戦です。固めた雪を少しづつ積み上げて
作る作業は冬の醍醐味。雪のドームなのに中は意外にあたたかい。完成させた後は熱々
の豚汁とお餅をどうぞ！冷えた体を温泉でじっくり温めて解散です、お子様のご参加も
大歓迎。大人も子供も皆で一緒に楽しめます、鳴子の冬遊びにどうぞお越し下さい。 
【日 時】１月２４日（日）９：３０～１３：００頃 
【会 場】尿前（しとまえ）「大家（おおいえ）」 
（陸羽東線 鳴子温泉駅より車で約7分、徒歩30分。大崎市鳴子温泉字尿前140番地） 
【ナビゲーター】東多賀の湯主人(森林インストラクター)遊佐久和さん 
【参加費】大人￥3300（中学生以上）、小学生￥1300、未就学児無料（昼食付、貸道具
代、入浴代含） 
＊道具、材料手配のため、1/20（水）までにお申し込みください。 
◎「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
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 

 

８

◎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 
◎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。 
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【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 
◎観光施設の冬期休業のお知らせ 

◎「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】１１月 中旬～４月下旬 
◎「レストラン鳴子の風」  【冬期休業】１１月 ９日～４月下旬 
◎「吹上高原キャンプ場」  【冬期休業】１１月 ９日～４月下旬 
◎「すぱ鬼首の湯」     【冬期休業】１１月 ９日～４月下旬 
◎「オニコウベゴルフクラブ 」【冬期休業】１１月 ４日～４月下旬 
◎「潟沼レストハウス」   【冬期休業】１１月２４日～４月中旬 
◎「鳴子峡レストハウス」  【冬期休業】１１月２４日～４月中旬 
◎「鳴子峡遊歩道」     【閉鎖期間】１１月２４日～４月下旬 
◎「鳴子カントリークラブ」 【冬期休業】１２月 中旬～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 
◎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) 
 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 
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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 
 【9/27 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 
◎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(鳴子温泉駅前)鬼首屋 TEL0229-83-2118白米(1kg) ＊販売開始12月上旬 
②鳴子観光ホテル売店 TEL0229-83-2333白米(1kg) ＊販売開始12月上旬 
③なるみ観光ストアー TEL0229-83-2362白米(1kg) ＊販売開始12月上旬 
◎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 
◎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】５０００円（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） 
◎鬼そばが食べられるお店のお知らせ 

●鬼首温泉の元「鬼の庄」がお食事処「えんどう」として営業をしています。 
 冷たいお蕎麦は、鬼そばを使っていますのでご賞味ください。 
【営業時間】１１時３０分～１４時３０分 
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【定 休 日】毎週月曜日 
【問 合 せ】「えんどう」TEL0229-25-6069 
◎観光施設の定休日のお知らせ 

◇火曜日が定休日の観光施設 
 ①手打ち板そば「藤治郎」TEL0229-87-2322 
 ②レストラン「鳴子の風」TEL0229-86-2288（※11/9～4月下旬冬期休業） 
 ③狩野食品(しそ巻きの八福)TEL0229-83-3123（営業時間9:00～19:00） 
◇水曜日が定休日の観光施設 
 ①「一の坂餅店」TEL0229-82-2176（営業時間7:00～16:00） 
 ②「たかはし亭」TEL0229-81-1510（営業時間10:00～15:00） 
 ③「かんけつ泉」TEL0229-86-2233（※12/1～3月下旬冬期休業） 
 ④「こけしの岡仁」TEL0229-83-4051（営業時間9:00～18:00） 
◎ 

● 
 


