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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４月分＞ (発行) 鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102

◎臨時休業等のお知らせ
★「山ふところの宿 みやま」TEL0229-84-7641
【休業期間】平成２８年３月２９日（火）～４月２２日（金）
（注）メンテナンス工事のため、宿泊、日帰り入浴とも臨時休業になります。
★「鳴子観光ホテル」TEL0229-83-2333
【休業期間】平成２８年４月４日（月）～４月６日（水）
（注）メンテナンス工事のため、宿泊、日帰り入浴とも臨時休業になります。
鳴子峡小深沢付近の食堂「笑楽」閉店のお知らせTEL0229-82-2332

★営業は平成２８年３月２２日（火）１４時３０分までで閉店になります。
◎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１９日（土）～
（営業時間）＊４月中は１０時～１５時／５月上旬からは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（金）～
（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（金）～

★【鳴子峡レストハウス】TEL0229-87-2050
（再開予定日）４月２１日（木）～
（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２３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２３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２３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２３日（土）～１１月６日(日)
（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２９日～５月８日は毎日営業します。

（営業時間）９時～１６時３０分
★【鳴子ダムの堤体(ﾃｲﾀｲ)見学】TEL0229-82-2341

（再開予定）４月上旬～ （開閉時間）９時～１７時
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★【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３日（日）～（＊仮オープン）

★【オニコウベゴルフクラブ】TEL0229-86-2700
（再開予定日）４月２０日（水）～

★【(電源開発)鬼首展示館】TEL0229-82-2141（＊当分の間休業）
◎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２８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」を設置致しており
ます。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２８年４月２日～１１月３０日

（＊雪の状況により開始が遅れる場合があります。）
◎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：中山平温泉駅前のイイダストアー(0229-87-2778)

＊定休日第２・４日曜日
【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。
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（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。
◎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。
※「甘酒づくしの四季御膳ランチ」「カレーちゃんこ」「米粉のナン」がお薦めです。
【開催日】平成２８年分
３月１２日～１３日 骨盤調整、呼吸法、凝り固まった体をほぐすヨガ
４月 ２日～ ３日 呼吸法(鼻呼吸)、リンパマッサージ、朝ヨガ
４月１６日～１７日 認知症予防ヨガ、リズム体操
５月 ７日～ ８日 ハンドマッサージ、フットマッサージ、若返りヨガ、ウォーキング
５月２１日～２２日 若返りヨガ、癒しのヨガ、リズム体操
６月 ４日～ ５日 自律神経の調整、指ヨガ、ウォーキング、朝ヨガ
６月１８日～１９日 認知症予防ヨガ、リズム体操、ホタル観賞
７月 ９日～１０日 有酸素運動でデトックス効果、ウォーキング、野菜摘取り
７月２３日～２４日 疲労回復ヨガ、食欲増進ヨガ、リズム体操、野菜摘取り
８月２０日～２１日 夏バテ解消ヨガ、リズム体操、朝ヨガ
９月１０日～１１日 自律神経の調整、リンパマッサージ、ウォーキング
９月２４日～２５日 癒しのヨガ、若返りヨガ、リズム体操

１０月１５日～１６日 内臓のストレッチ、紅葉ウォーキング、朝ヨガ
１１月１２日～１３日 血流をよくするヨガ、リンパマッサージ、ウォーキング
１２月１０日～１１日 有酸素運動で老廃物をリセット
＜１日目＞タイムスケジュール ＜２日目＞タイムスケジュール
10:00 チェックイン、計測(血圧、体重)
10:30 身体ほぐしのヨガ
12:00 ランチ(ヘルシー野菜料理)
14:00 リズム体操など
16:00 入浴、計測(効果を確認する)
18:00 夕食

7:00 朝ヨガ、ウォーキング
8:00 朝食
9:00 意見交換会
10:00 終了

【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
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◎川渡温泉「キッチンなの花」オープンのお知らせ
●「キッチンなの花」が４月２１日（木）にオープンします。
「キッチンなの花」は、川渡温泉の主婦が中心となり、鳴子地域の地元グルメやスイー

ツを提供するカフェレストランです。“地元住民と観光客が気軽に集える場所”というコ
ンセプトのもと、地元食材で仕立てた定食や「鳴子ダムカレー」など多彩なメニューをラ
インアップ。湯めぐりの途中で立ち寄るのもおススメです。サイドメニューには、昔懐か
しいラーメンなどもあります。ご希望の方には、お弁当の宅配も出来ます。夜の宴会は、
予約制なので事前にお問合せ下さい。
【時 間】１１時００分～１７時００分
【定休日】毎週水曜日
【場 所】越後屋旅館の斜め向い側
【問合せ】キッチンなの花 TEL0229-84-5780
◎旅館大沼のイベントカレンダー
◎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）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
◎川渡温泉「第６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２８年４月２４日（日）午前９時３０分～午後３時
【場 所】大崎市鳴子温泉「川渡温泉河川敷公園」
【野外ステージ】
ゆるキャラ大集合、気仙沼少女隊「ＳＣＫガールズ」パフォーマンス、こけし囃子・温泉
小唄・鳴子踊り、川渡名生定太鼓、古川高等学校吹奏楽部演奏、七福神の舞、餅まき、仙
台在住ロックバンド「ＲＩＶａ」、門間裕治（サックス）、フォーク「一寸法師」ほかアマ
チュアバンド多数出演
【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、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、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
◎「メルカート」開催のお知らせ
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●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２８年４月２４日（日）～１１月上旬の毎週日曜日
【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
◎ドッググルーミング＆ホテル「わんわん倶楽部」オープン
●鳴子温泉郷に来る途中の岩出山地区（国道４７号線沿い）にドッグホテル「わんわん倶
楽部」が４月２７日（水）にオープンします。
旅館やホテルで犬と一緒に泊まれない場合にご利用下さい。

【営業時間】９時００分～１８時００分
【定休日】不定休（繁忙期は無休）
【住 所】〒989-6403 宮城県大崎市岩出山上野目字中川原３２－１
【問合せ】わんわん倶楽部TEL0229-84-7077
◎第１２回川渡温泉「春の写生会」参加者募集のお知らせ
●昼食はおにぎりと豚汁を用意しております。（※無料です。）
【日 時】４月２９日（金）９時～
【場 所】大崎市鳴子温泉 川渡大橋下 河川公園
【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となります。
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。
詳細については事務局にお問い合わせください。

【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２４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
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◎(中山平温泉)駅前桜のライトアップ
●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～５月上旬の予想(桜が散るまで)
【時 間】１８：３０～２２：３０
【場 所】中山平温泉駅前
【問合せ】中山平温泉観光協会TEL090-4042-3744
◎「さとのわ卯月(４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://www.satonowa.com/又は、鈴木までTEL090-1772-1949
★『里山ごはん食べに行こう』
○卯月①：春はコレ！ばっけ味噌作り！
●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。季節や時期の行事に合わせたメニューをみんなで作って
ワイワイ試食！ ４月。春のスタートはやっぱりふきのとうで作るばっけ味噌つくり！ふ
きのとうは、ふきの花のつぼみでまだ葉が出る前、先に地上に出てくる部分。『春の皿に
苦みを盛れ』という言い伝えがあるそうですが、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新しい１年をスタートするという意味。冬眠から覚めた熊が
最初に食べるのも苦い春の味だとか。「土風里」高橋さんのばっけ味噌は綺麗な緑色を残
しながら作るのがポイント、じゃがいも餅、田楽など春の味をご一緒にどうぞ！
【日 時】４月３日（日）１０～１３：３０頃
【会 場】鳴子温泉郷 農家レストラン『土風里（どっぷり）』
（陸羽東線 鳴子御殿湯駅下車 徒歩約２０分、仙台駅西口より鳴子行き高速直行バスを
ご利用の方は東鳴子赤湯下車、同じく徒歩約２０分）
【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￥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）
※４／１（金）までにお申し込みください。
○卯月②；「ゆきむすび」で作る、おむすび教室
●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。今回も去年に
引き続き元むすびや店長、北浦ひろみさんをナビゲーターにお迎えし、塩むすびや麹南蛮
味噌、など人気の種類のうちいくつかを教えていただきます。お米のとぎ方、具材の混ぜ
込み方、そしてなにより少し空気を入れる感覚で優しくむすぶ、絶妙のむすび方は必見で
すよ。ＧＷ、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２４日（日）１０：００～１３：３０頃
【会 場】鳴子温泉 尿前の関 古民家「大家」
【ナビゲーター】鳴子のおむすび名人 北浦 ひろみさん
【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）
※４／２１（木）までにお申し込みください。
★『奥の細道を読む①』
○第１回：鳴子 尿前の関～封人の家
●『月日は百代の過客にして、行きかう年もまた旅人なり』で始まる【奥の細道】は、１
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６８９年（元禄２年）に、俳人・松尾芭蕉が曾良とともにはじめた長い長い旅の紀行文。
約１６５日間、距離にして６００里（約２４００ｋｍ）にも及ぶその道中には「しずかさ
や岩に沁み入る蝉の声」「五月雨の降り残してや光堂」など名句がたくさん生まれ、今に
語り継がれています。インターネットやＳＮＳが発達した現代とは真逆、実際に足を運ば
ないと見たり聞いたり出来なかった時代だからこそ、その感動が随所に生き生きと描かれ
ています。鳴子・尿前の関付近を歩いたのは１６９０年５月。怪しまれて関所で留め置か
れたり、雨に降られたりで苦労したと記録されています。その関所跡の跡の脇にある大家
を会場に、この長い紀行文を学ぶ会を始めます！出発地、深川～大垣まで、各所について、
ボランティアガイド馬場さんや様々のナビゲーターの方と往時に思いを馳せながら楽し
くあれこれ語りましょう！美味しいお茶と季節のお菓子付きです。
【日 時】４月１０日（日）１０：００～１１：３０頃
【会 場】鳴子温泉 尿前の関 古民家「大家」
【ナビゲーター】鳴子ボランティアガイド 馬場 祥悦さん
【参加費】お一人￥1500円（お茶とお菓子付）
★遊佐文博さんと行く「五感を ㉒呼び覚ます森歩き 」
○早春の奥の細道ウォーク
●約３００年前、芭蕉さん、曾良さんが歩いた奥の細道。文学的にも貴重な紀行文ですが、
ブナ、ミズ、さまざまのカエデやカタクリの群生などなど、この道、実は植物観察が出来
る素晴らしい散歩道でもあるのです。４月中旬からは、雪解けが終わり、新芽が芽吹き始
める時期。冬の間、その新芽を覆っていた可憐な殻が落ちるのは何の木？スーッと清涼感
あふれる香りがするのは何の木？歩きながら遊佐さんの解説を聞いていたら鮮やかなウ
グイスの鳴き声が！カタクリの花の群生も見事です。早春の森歩き、大きく深呼吸しなが
ら冬の縮こまっていた筋肉を少しウォーミングアップしましょう。
【日 時】４月１６日（土）９：３０～１４：３０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】お一人様 4000円(ｶﾞｲﾄﾞ費用､昼食代､入浴代、保険料含 )
《スケジュール》※荒天の場合は中止の場合があります。
9：20鳴子公民館駐車場集合⇒9：30出発⇒9：45ウォークスタート⇒11：30頃 昼食
⇒13：00頃ウォーク終了⇒13：30頃温泉入浴⇒14：30解散予定
★『里山カフェ』
●鳴子の各地で年に２回開催してきました里山カフェ。いよいよ今年からは毎月開催する
ことになりました、会場は尿前の関「大家」。昨年の初夏と秋に開催した、築１５０年余
りのどっしりとした古民家です。旬のお野菜を使ったお惣菜の定食やおやつを用意してお
待ちしております。田んぼと山に囲まれた懐かしい景色の中でどうぞひとときのんびりし
ていただけましたら。皆様のお越しをお待ちしております！
【開催日】①４月２９日（金・祝）～５月１日（日）

②５月 ３日（火・祝）～５日（木・祝）
【時 間】①、②共１１：３０～１５：３０
【会 場】鳴子温泉 尿前の関 古民家「大家」
【大家の住所】〒989-6827 宮城県大崎市鳴子温泉字尿前140番地
・国道４７号線、新花渕山バイパスを右折、すぐの義経啼子橋をわたってすぐの右側道を
降り、バイパス下をくぐっった石畳沿い。歩道は左側側道を降りてください。
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・鳴子温泉駅から徒歩約３０～４０分、タクシーで約１０分程度です。
※駐車スペースがたいへん狭いため、お車の方は、誠に恐れ入りますが、バイパス
手前の公共駐車場などをご利用くださいますようお願いいたします！
《詳細は随時ＨＰにてＵＰ予定》里山カフェＨＰ http://satoyama-cafe.jimdo.com/
◎県道・国道関係の冬期閉鎖解除のお知らせ
①４月２６日解除予定「国道３９８号」栗原市花山～秋田県境間
②４月２６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１３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
◎「第１５回鬼首ワンデーマーチ」参加者募集中（平成28年度分）
●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２１日（土）８時３０分受付開始 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（※味噌汁付き。レストラン利用可。）
【募 集】児童から一般男女１２０名程度

（申込締切５月１８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)
◎「禿 岳 山 開 き」参加者募集中 ＊小雨決行（平成28年度分）
●バーベキュー券、テレキャビン乗車券、｢すぱ鬼首の湯｣無料入浴券付き
【日 時】５月２２日（日）７時受付開始
【出 発】８時３０分頃（＊マイクロバスで花立峠の登山口まで送迎あり）
【集 合】オニコウベスキー場レストハウスかむろ
【参加費】大人２,０００円 子供１,０００円
【募 集】＊先着１００名様限り
【問合せ】鬼首温泉観光協会事務局(オニコウベスキー場) TEL0229-86-2111
◎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
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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。

【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
◎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
◎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
【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）


