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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５月分＞ (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102
◎(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
◎鳴子温泉郷の遊歩道情報
①「鳴子峡遊歩道」４月２７日一部開通(中山平側入口～回顧橋)
②「大深沢遊歩道」４月２７日開通
③「中山平遊歩道」４月２７日開通
④「おくのほそ道」４月２３日開通
⑤「地獄谷遊歩道」４月２３日開通
【問合せ】大崎市鳴子総合支所地域振興課TEL0229-82-2026
◎「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
【再開日】４月２３日（土）～
【定休日】不定休（※荒天の場合臨時休業あり。）注：5/10と5/24は臨時休業
【問合せ】潟沼レストハウスTEL0229-82-2746又は090-4131-6386
◎かんけつ泉の営業時間変更のお知らせ
【営 業】＊４月２４日までは１０時００分～１５時００分

＊４月２５日からは ９時００分～１６時３０分
【料 金】大人４００円 子供２００円
【定休日】毎週水曜日（※５月４日（水）は休まず営業します。）
【問合せ】かんけつ泉TEL0229-86-2233
◎「ＪＲ陸羽東線」鳴子峡鉄橋の徐行運転のお知らせ
【期 間】４月２９日～５月８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） 10:06 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。
◎「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１日～５月５日
【問合せ】早稲田桟敷湯TEL0229-83-4751
◎ギャラリー漆木舎「風薫る新緑の輝き展」
●春風に舞う新緑の季節「ギャラリー漆木舎」では、ガラス細工、染めもの、陶器と佐藤
漆工房の漆器や漆絵の展示販売会を開催します。
（※予約で食事も楽しめます。お一人様１５００円～）
【期 間】５月１日～５月３０日（＊火曜日定休）
【時 間】９時３０分～１７時００分
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【場 所】佐藤漆工房「ギャラリー漆木舎」
【作 品】
「海馬ガラス工房（村山耕二）」※秋保に工房を構える海馬ガラス。吹きガラスの起源と
される白瑠璃やサハラガラスの作品が並ぶ。
「島田ひろみ」※宮城のモダン友禅。仙台在住の作家による日本古来より伝わる友禅染め
の技法をベースとしたオリジナルの作品。
「元窯・花＊花」※蔵王の自然の中から生まれる元窯の陶器。遊び心いっぱいの愛らしい
「花＊花」の器やアクセサリーがそれぞれの作風で楽しめます。
「漆器・漆絵（佐藤建夫）」※鳴子漆器をお箸からテーブルまで製造・販売。オリジナル
の漆絵も製作しています。
【問合せ】佐藤漆工房 TEL0229-87-2361
◎平成２８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１日は「はっと汁」無料サービス
【期 間】５月１日～１１月２７日
【開催日】５月～６月（＊毎週日曜日） ７月～１１月（＊毎週水・日曜日）

（注：6/19臨時休業、8/11お盆セール）
【時 間】９時００分～１３時３０分
【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２日～５月５日
【場 所】鳴子ダム
＊オープニングセレモニー５月２日１０：００～

【問合せ】大崎市鳴子総合支所地域振興課TEL0229-82-2026
★【鳴子ダムの堤体(ﾃｲﾀｲ)見学】
（再開日）４月２１日～
（開閉時間）８時３０分～１７時
【問合せ】鳴子ダム管理事務所TEL0229-82-2341
◎「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】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。
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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。

【問合せ】でっぺクラブ（好日館）TEL0229-83-2135
◎鳴子温泉駅「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♪
【日 時】５月４日（水）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】
★佐藤実治(バイオリン)加美町出身。
バイオリンを21歳より独学で再開し、2009年よりMonkey Majikの全国ツアーに参加。

タップダンサー熊谷和徳と共演。ポカリスエットのCM曲のバイオリン、ヴィオラを担当。
Rake,Hi-Fi-Camp,あんべ光俊、幹など多数のアーティストとのレコーディングに携わる。
ドラマーとしてもジュニアバンドスタンド最優秀賞等を受賞。現在、バイオリニスト&ド
ラマー&パーカッショニストとして独自のスタイルで活動を展開。
★及川久美子(ピアノ)仙台市出身。
宮城県第三女子高等学校卒業。郡山女子大学短期大学部音楽科卒業。太平洋フェリーイ

ベンターピアニスト。アポロ音楽院講師。宮三女 OG 合唱団員ピアノ伴奏担当。ブライダ
ルピアニスト。音楽療法学会会員。千葉いく子、高島守夫氏に師事。音楽部時代より合唱
団やソリストの伴奏を勤める。現在、指導の傍らピアノソロや弾き語りや楽器とのデュオ、
合唱団員としての活動やピアノ伴奏などにおいて独自の音楽性を生かし多様な場面での
音楽活動を展開している。
★クマガイミホ(ダンス)仙台市在住。
仙台にて劇団を立ち上げ、脚本・演出・舞台プランニング等を担当。幼少の頃習ったク

ラッシックバレエを軸に身体と向き合い始める。2006年ＪＣＤＮプロジェクト「踊りに行
くぜ！vol.7」に仙台代表として出演。2010 年飯田茂実作品「Mebae-ishi」スペイン公演
にて現地パフォーマーと共演。小さな身体から発するダイナミックで繊細な表現を持ち味
とし、東北の土着的な空気が滲むその動きは、舞踏的とも評される。近年はライブペイン
トとのコラボやジャズ、クラッシック、民族楽器等との即興セッションを手掛けている。
東日本大震災をモチーフにしたソロ作品「水に絵を描く」で全国ツアーを行った。
【問合せ】鳴子温泉駅中音楽会実行委員会(高橋) 090-4885-4754
◎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
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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
◎「第１５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
●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



５

◎水源の里を彩る「菜の花の群生」の見頃
●５月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月中旬～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
◎「滝の湯」臨時休業のお知らせ
●「滝の湯」は、改修工事のため臨時休業になります。
【期 間】平成２８年５月２３日（月）～６月３日（金）
【問合せ】滝の湯 TEL080-9633-7930
◎平成２８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２８日～１１月１３日の毎週土･日曜日

＊１０月９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
◎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
【Ｇ．Ｗ．イベント】
【期 間】５月３日（火）・５月４日（水）・５月５日（木）
◆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 １３：３０～
■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
■森の音楽祭
○開催日／５月５日（木）
○開催時間／１０：００～
○出演バンド／LIMITTER､THE Rick＇nroller､BEAT CRAZY
○開催場所／レストハウスかむろ前広場
■くわがたむしプレゼント抽選会
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○開催日／５月５日（木）、対象／小学生以下
○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）
○開催時間／１４：３０～
○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４００円
○開催場所／センターキューブ前
【ゴヨウツツジの見頃】
○テレキャビン山頂駅から花渕山方面に軽登山（約１２０分）した場所に可憐に咲く純白
のツツジが群生しています。
○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「さとのわ皐月(５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】４月２９日～５月１日と５月３日～５日【時 間】１１：３０～１５：３０

５月２８日～２９日【時 間】１１：３０～１５：３０
【場所】尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前１４０番地）
《詳細は随時ＨＰにてＵＰ予定》里山カフェHP http://satoyama-cafe.jimdo.com/
★『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」や昨年７月にオープンした仙台「うみの杜水族館」の水中植生石として使わ
れています。軽くてノミやドライバーで簡単に削れるこの石を使って植木用器作りのワー
クショップを行います。水やり不要、お手入れは時々水に漬けておくだけという超簡単な
取扱いでＯＫ！２０１６年最初の今回は、石を掘り出す山に直接行き、その壮観な景観を
見学したあと、お好きな石を選んでいただきますよ！ちょうど新芽が出たばかり。カエデ、
椿、カラマツなどなど、、、小さな自分だけの庭作り」をお楽しみください。
【日時】５月１４日（日）９：３０～１１：３０頃
【集合場所】東鳴子喫茶はっぴぃ（ＪＲ陸羽東線 鳴子御殿湯駅下車徒歩２分）
【参加費】お一人様￥2000（大人、子供共通）
※2つ以上作ることも可。2つめからは1つ￥500の追加となります）
★『里山ごはん食べに行こう』
～五月①；さとのわの蕎麦打ち教室～
●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！５月最初は、恒例の蕎麦粉挽きです！玄蕎麦を石臼で挽く、ゴリゴリ、ズ、
ズ・・という音が静かに響く時間はなんとも落ち着くおだやかなひととき。挽きたての粉
を混ぜてこねて、蕎麦打ち開始！今回はお一人５００ｇのお蕎麦を打っていただきます。
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（試食用に１００ｇ、残り４００ｇはお持ち帰り用、玄蕎麦は１００％鳴子産。お店用の
は１０割蕎麦ですが、難易度が高いため、今回は二八蕎麦に挑戦）飛魚出汁で作る芳賀さ
ん特製の蕎麦つゆのレシピもレクチャー、もちろん大好評のあげねっけもどうぞご試食く
ださい。美しい新緑の季節、ちょっとぜいたくな里山時間へどうぞおでかけくださいね。
【日時】５月１７日（火）１０：００～１３：３０頃
【場所】尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前１４０番地）
●ナビゲーター：岩出山（週末蕎麦屋「愉多工房」店主）芳賀ユタカさん
●参加費：お一人￥4500（道具代、昼食代含、蕎麦400ｇお土産付）
※5/15までにお申込下さい。
★『温泉マルシェ』
～『小さな自分の器つくり・湯治』～
●のんびり温泉に入りながら、毎月さまざま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提案する「温泉マルシェ」、５月は器作りをしながらの滞在を提案
する２回目です。地元、鳴子の陶芸家遊佐博夫さんに教わりながら、大きさや色、ちょっ
とした形など、自分だけのちょっとこだわった１品を作ってみませんか？１日１品、２日
間で２品。無心で静かに土と向き合ううちにゆっくりほどけてきますよ。初めての方大歓
迎、お子様のご参加もＯＫです。終わったら温泉でほっこり。新緑が日差しにキラキラ揺
れる美しい季節、どうぞのんびり「器作り湯治」へお出掛け下さい！
【日時】５月２１（土）～２２（日）
【場所】尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前１４０番地）
●ナビゲーター：鳴子在住（陶芸愛好家）遊佐博夫さん
●参加費
①宿泊プラン￥20000（1泊3食付き、陶芸指導料、器2つ分材料、保険料含）
②日帰りプラン￥6500（陶芸指導料、器1つ分材料、保険料含）
※作っていただいた器は乾かして、焼き上げた後、約2か月後に送らせて頂きます、要別
途送料。
【スケジュール】
5/21（土）13：00尿前大家集合⇒13：20～16：30頃まで器作り①⇒17：00頃チェックイ
ン⇒18：30頃夕食準備⇒19：00夕食⇒20：30頃解散
5/22（日）7：00頃朝食準備⇒7：30朝食⇒9：30チェックアウト⇒10：00～12：00 器作
り②⇒12：30頃昼食⇒13：30頃解散
★『里山ごはん食べに行こう』
～五月②；竹の子の手ほどき、野がけ弁当～
●５月の２回目は、昨年に引き続き竹の子の手ほどき。今は、都会でも皮が付いたままで
売られるようになりましたが、その処理はなかなかわからないもの。包丁での切れ目の入
れ方、皮をむくコツ、煮方から保存の仕方まで。教わりながらだから失敗無しです！（笑）
新緑の時期、外に出て食べられる野掛け弁当はいかがですか？緑の光あふれる里山でどう
ぞひとときお過ごしください。竹の子のお土産付きです！
【日時】月２５日（水）１０：００～１３：３０頃
【場所】尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前１４０番地）
●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￥4000、子ども￥1000（小学生）、幼児無料（材料費、昼食費含）
◎「第７回おおさき観光写真コンテスト」応募作品募集中
●四季・まつり等をテーマに宮城県大崎市の写真を撮影しよう！
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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。
【目 的】大崎市内の風景・風物・行事・祭礼・文化財・史跡・イベントなどを題材とし
た写真を通し，大崎市の魅力の再発見と新たな観光資源の発掘につなげます。
【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）

【作品規定】
①カラープリントで，プリントサイズは「四切」「四切ワイド」「Ａ４」とします。
※画像サイズに合ったプリントとし，縁取り以外の大きな余白のないもの。

②応募作品は未発表のものに限り，応募点数は１人５点以内とします。※類似品は不可。
③応募作品は，大崎市内において平成２８年中に撮影したものに限ります。
④撮影するカメラの種類は問いませんが，二次的な合成・加工を施したものは不可としま
す。
⑤作品には，次の事項を記入した応募用紙を裏面に貼付して下さい。
＊住所＊氏名＊電話番号＊テーマ（○で囲む）＊画題＊撮影場所＊撮影年月日

⑥作品の返却について：応募作品は原則返却いたしません。ただし，選外作品は希望によ
り返却いたします。郵送での返却を希望する場合は，応募者の住所と氏名を記入した封筒
に返信用切手を貼付し，同封して下さい。引き取りでの返却を希望する方につきましては，
入賞発表後に引き取り日を連絡いたします。
⑦入賞者の方には，原版を提出していただきます。フィルム（ネガ・ポジ）またはCD-ROM
（JPEGデータで保存したもの）にて提出をお願いします。
⑧作品は，大崎市の広報，ホームページ，ポスター，パンフレット等に使用される場合が
あります。
【作品の取り扱い】
①応募作品は，他の作品との著作権問題や，人物写真においては肖像権に抵触していない
ことを十分に確認して下さい。応募作品に著作権や肖像権の問題が発生しても，当市には
一切関係なく，その責任解決はすべて応募者に帰属するものとします。
②作品に貼付された住所，氏名等の個人情報は，入賞の連絡に使用します。また，入賞者
の個人情報のうち，氏名及び住所（市町村及び地域名）については，入賞者発表等で作品
の画題と併せて広く公表されます。
③応募作品の著作権は，応募者（撮影者）に帰属します。
④入賞作品は，主催者が催す展覧会，制作する作品集，パンフレットなどに優先的に使用
する権利を３年間を限度に保有します。入賞作品は，本コンテストの広報活動及び大崎市
の観光PRとして，新聞，雑誌，テレビ，ホームページなどで使用することがあります。
⑤入賞作品の原版（フィルムまたはデジタルデータ）は，３年間を限度に主催者がお預か
りして，広報活動及び大崎市の観光 PR 等に使用し，期間満了後に撮影者（入賞者）へ返
却します。
【応募期間】
平成２８年４月１日から平成２９年１月１１日（平成２９年１月１１日必着）
【審査員】
主催者が委嘱する審査員で審査します。
【入賞発表】
平成２９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）
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◇佳作 数点（賞状・副賞） ◇特別賞 数点（賞状・副賞）
【作品展示】
平成２９年３月下旬～６月末日の予定（市内観光施設，陸羽東線主要駅などに展示）
【表彰式】
平成２９年３月上旬
【主 催】
大崎市
【問合せ】大崎市 産業経済部 観光交流課 TEL0229-23-7097 FAX0229-23-7578
◎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１３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。
（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。
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○交通ルールやマナーを守ってご利用ください。
◎「鳴子温泉エンジョイ俳句」作品募集中
●鳴子温泉で俳句を作ってみませんか？鳴子温泉の豊かな自然や暮らしの輝きを、楽しい
思い出を通して俳句に詠んでいただき、お越しの皆様方に広くお伝えするものでありま
す。「おくのほそ道」を歩きながら一句、温泉街で一句、お風呂で一句、足湯で一句、楽
しい作品を募集中します。
【募集期間】４月２２日～７月３１日
＊観光協会で選んだ作品は、ホームページ・街中などに掲示し記念品をお送りします。
なお、俳句大会として運営されるものではありませんのでご了承ください。
＊鳴子温泉で詠んだ未発表の作品に限ります。
＊おひとり様３句までご応募いただけます。
＊ご応募していただいた作品は返却致しません。
＊鳴子温泉の各所に設置された俳句箱の俳句用紙にご記入のうえ投句して頂きます。
【問合せ】鳴子温泉観光協会 TEL0229-83-3441
◎「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
◎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。

【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
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【問 合 せ】（東北大学川渡農場内）多田研究室TEL0229-84-7395
◎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）

◎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


