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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８月分＞       (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 
◎仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン開催中 

●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 ＨＰはhttp://www.sendaimiyagidc.jp/poster/ 
◎平成２８年臨時バス｢おくのほそ道湯めぐりジャンボ号｣運行中 

●今年も『おくのほそ道 湯めぐりジャンボ号』が運行中です。 
【運行区間】鳴子温泉入口～鳴子温泉駅～潟沼～洞川院～鳴子峡～中山平温泉駅 
【運行期間】① ７月２３日（土）～１０月１６日（日）の土･日・祝日のみ運行 
      ②１１月１２日（土）～１１月２３日（木）の土･日・祝日のみ運行 
【定 員】９名（定員オーバーの場合はご乗車できません） 
【料 金】１回大人４００円、子供２００円  *ワゴン車タイプの車両です。 
【問合せ】中山平タクシーTEL090-4042-3744 鳴子中央タクシーTEL0229-82-2244 
◎ＳＵＰ体験で鳴子の自然をもっと楽しもう！ 

●親子で、友達と、もちろんひとりでも、誰でも簡単に楽しめるＳＵＰ（スタンドアッ
プパドルボード）。豊かな鳴子の自然を身近に楽しむにはピッタリです！ 
【開 催 日】毎週日曜日、毎月第２、第４土曜日（５月〜１０月中旬） 
【開催人数】催行最小人数２名〜 最大催行人数１０名まで 
【開催時間】初回の方／１０：００〜２時間程度・１３：００〜２時間程度 
      ２回目以降／講習不要の方のみ１０：００〜１５：００（２時間程度） 
【体験料金】初回¥３,５００（初回講習料･ﾎﾞｰﾄﾞﾚﾝﾀﾙ代･ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄﾚﾝﾀﾙ代･保険料込) 
      ２回目以降¥２,５００（ﾎﾞｰﾄﾞﾚﾝﾀﾙ代･ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄﾚﾝﾀﾙ代･保険料込） 
      お子様料金（小学校４年生以下）¥１,０００（ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄﾚﾝﾀﾙ代･保険料込） 
       ※保護者のボードに同乗の場合に限ります。※ペット同乗可能 
【準備する物】濡れても良い服装・着替え・ウォーターシューズまたは脱げにくいサン
ダル・タオル・バスタオル・水分補給のドリンク 
【注意事項】●ご約制はご希望日の前日１７：００までです。●強風、荒天時には、中
止となる場合があります。●潟沼の水は酸性ではあるため、極端に肌の弱い方や傷があ
る方はヒリヒリする場合があります。真水で洗い流すとすぐに症状は治まりますが、敏
感肌で心配という方は事前にご相談下さい。 
【問 合 せ】鳴子 アース スポーツ プロジェクト E-Mail:info@nes-p.com 
      担当：阿部TEL090-3199-8393 大崎TEL090-3361-5400 
◎日本こけし館「特別展」のお知らせ 

●花咲きこけし４寸展・展示と販売（１１系統の工人約５０名による作品） 
【期 間】８月１日（月）～９月３０日（金） 
【場 所】日本こけし館（＊日本こけし館の入館料が掛かります。）TEL0229-83-3600 
◎「鳴子漆器職人×東京藝術大学」作品展のお知らせ 

●３８０年の歴史を持つ鳴子漆器と東京藝術大学漆芸研究室とのコラボ作品展を行いま
す。漆独自の上品な魅力を是非この機会にご堪能下さい。 
【期 間】平成２８年８月５日（金）～１１日（木） 
【時 間】１１時００分～１５時００分 
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【場 所】山ふところの宿 みやま 
【問合せ】大崎市観光交流課TEL0229-23-7097 
◎「第６２回全国こけし祭り･第２６回鳴子漆器展」開催のお知らせ 

【期 間】９月２日（金）～９月４日（日） 
【場 所】鳴子小学校体育館、他 
【問合せ】鳴子総合支所地域振興課TEL0229-82-2026 
◎日本こけし館「第６回中古こけしオークション」開催のお知らせ 

●第６２回全国こけし祭りの期間中に中古こけしのオークションが開催されます。 
【期 間】９月３日（土）～４日（日）（＊２日間は入館料が無料になります。） 
【時 間】８時３０分～１７時００分 
【参加費】１００円（手袋、オリジナルしおり付き） 
【場 所】日本こけし館 
【問合せ】日本こけし館 TEL0229-83-3600 
◎鳴子音楽祭「湯の街ストリートジャズ ｉｎ ＳＰＡ鳴子」開催のお知らせ 

●「アイラブ温泉。アイラブジャズ。アイラブ鳴子。」鳴子音楽祭 2016「第９回湯の街
ストリートジャズ in ＳＰＡ鳴子」の日程が決定しました。 
※１泊２日(朝食付)７０００円(税別・入湯税別)～の特別宿泊プランを販売中です。 
≪１日目≫平成２８年１０月１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２８年１０月２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 
◎お盆のバスダイヤ変更のお知らせ 

●大崎市営バス（鬼首行き）＊変更無し 
【問合せ】大崎市鳴子総合支所総務課TEL0229-82-2191 
●ミヤコーバス（古川行き）８月１３日～１６日＊運休 
【問合せ】ミヤコーバス古川営業所TEL:0229-22-1781 
◎「鳴子温泉盆踊り大会」 

【開催日】８月１４日・１５日（＊雨天順延） 
【時 間】１９時００分～２１時３０分 
【場 所】鳴子温泉駅前ゆめぐり広場 
【問合せ】湯元振興会TEL0229-83-3163 
◎「中山平温泉盆踊り大会」 

【開催日】８月１４日（＊１日だけ雨天順延） 
※今年は御神楽としんとろ節の踊りやカラオケ大会と抽選会があります。 
【時 間】１９時００分～２１時３０分 
【場 所】中山平温泉駅前広場 
【問合せ】上野更二 TEL090-4553-5238 
◎「川渡温泉盆踊り大会」 

【開催日】８月１４日（＊雨天決行） 
【時 間】１７時００分～＊夜店 １９時００分～＊盆踊り 
     ＊踊った方に抽選会があります。 
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【場 所】川渡地区公民館駐車場 
【問合せ】加賀屋 TEL0229-84-7002 
◎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 
【期 間】7/16（土）～8/28（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：7/16（土）～8/16（火） 
■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！ 
■7/16（土）～8/28（日）（※8/28（日）は、12：30で終了） 
■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：７／１６（土）～８／２８（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：８／７（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！ 
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■開催日：８／６（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（昆虫展示館ファイナルイベント） 
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：８／２８（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２８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２８年度スケジュール】(予定) 
8月07日（日） 草取り大作戦その4 
8月14日（日） 草取り大作戦その5 
8月28日（日） 草取り大作戦その6 
9月04日（日） 草取り大作戦その7 
9月25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（棒をつかって原始的に！） 
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  
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【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。 
 【9/25 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」開園中 

●鳴子温泉郷の生産農家直営の「ブルーベリーつみとり園」がオープンしました。 
 来園は予約制で７月から受付してます。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  ☆佐藤農園   0229-82-2291 
「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２８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。 
※「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 
 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 
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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 
◎「郷鳴祭2016」開催のお知らせ 

●毎年恒例の「郷鳴祭」が開催されます。 
 屋台あり！、リラクゼーションブース、バンド演奏など盛りだくさん！ 
【日 時】８月２７日（土）１２時００分～２１時００分 
【場 所】鳴子温泉駅前ゆめぐり広場 
【出演者】 
 ちだ原人NUTS / 松沢春伸 / 中山小学校御神楽保存会やまびこ / INDEAD / YUCA / 
 鳴子ﾋﾞｰﾄ / ざべっがーず / The Pick-Up / 古藤 拓 / リディメンションズ /  
 金子ヤスタカバンド / …and more!!! 
【郷鳴祭とは？】 
 自分たちが生まれた大好きなふるさとを盛り上げるために、そして、震災から立ち上
がり、街を人を元気にするために2011年に誕生したお祭りです。 
 郷鳴祭という名前には、いろんな人たちが関わり、さまざまな人たちが訪れ、一体化
したイベントになることで、音楽や人との交流が生まれ、鳴子温泉郷全体に心地よい空
間が「 共（郷）鳴 」していくようにとの意味が込められています。音楽を楽しみなが
ら温泉に入ったり、温泉街を散策して人や物との出会いを楽しんだり。皆さん思いおも
いの楽しみ方で、鳴子温泉郷を満喫しに来ていただければ幸いです。 
【問合せ】郷鳴祭実行委員会（塚田）TEL090-7063-4905 
◎"里山とまちを結ぶ"さとのわ「葉月（８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』 
●会場は尿前の関「大家」。築１５０年余りのどっしりとした古民家です。旬の食材使っ
た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幸いです。皆様のお越しをお待ちし
ております！ 
【開催日】８月６日(土)、７日(日)、１２(金)、１３日(土)、１４日(日) 
【時 間】１１：３０～１５：３０（ラストオーダー１５：００） 
※定食は全日５０食限定、おやつはなくなり次第終了となります。  
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※開催日は都合により変更となる場合もございます。 
【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/ 
★『里山ごはん食べに行こう』①お盆の里山料理を作ろう！ 
●迎え火を焚いて、送り火でお見送りするまでの4 日間のお盆。鳴子では今もこの時期
をおごそかに過ごす慣習が息づいています。仏壇に野菜等を飾る「盆棚」を作るところ
からスタート、入り盆から毎度お膳に乗せられるこの時期の里山料理は、「これでなきゃ
ダメ」と決められた献立はありませんが、今回も肉や魚を使わず精進料理風のメニュー
に挑戦しましょう。①葛でとろみをつけるお葛かけ、②旬の夏茗荷を使って茗荷ご飯と
天ぷら、③採れたて茄子を炒めて甘味噌と絡める「茄子炒り」④こちらも採れたてきゅ
うりと青シソを使ったきゅうり漬け。1 年の真ん中、ご先祖様や、大切な方の御魂、そ
して離れて暮らすご家族の里帰りされるお盆。心づくしの手料理でおもてなし・・・と
いうのはいかがですか？？ 
●日時：８月３日（水）１０～１３：３０頃 
●会場：鳴子温泉 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￥3300 小学生￥1300 未就学児無料（昼食付、材料費、貸道具含） 
※材料準備のため、8/1（月）までにお申し込みください。 
★『里山ごはん食べに行こう』②摘みたて果実で夏のおやつ作り 
●今年も夏のおやつ作りをご一緒にいかがですか？今年は摘みたてブルーベリー、イチ
ジク、2 種類の旬の味を使ってのチーズケーキ作りに挑戦です！オーブンを使わず冷蔵
庫で冷やすタイプのレシピですが、いず美さんならではのプロの技がひと味美味しくし
てくれます。お子様と一緒でも大丈夫、ゆっくり摘み取って一緒に作るので「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。鳴子の夏を思いっきり楽
しんで、味わってください。 
●日時：８月４日（木）１０～１３：３０頃 
●会場：鳴子温泉 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：鳴子温泉 餅処「深瀬」パテシェール 深瀬 いず美さん 
●参加費：大人￥3500 小学生￥1500 未就学児無料（材料費、軽食付き） 
※材料手配のため、7/31（日）迄にお申し込みください。 
★遊佐文博さんと行く「五感を呼び覚ます森歩き㉕」 
（万年雪と花々と雲海の麗峰、真夏の鳥海山登山） 
●遊佐さんと行く森歩き、去年に引き続き、東北エリアで2 番目に高い出羽富士、鳥海
山登山に挑戦します。山形県と秋田県の県境にあって、日本海に面し、標高2236ｍ、山
麓周辺の人々の守り神として古くから崇められてきた名峰です。降り積もった雪が豊富
な沢水となり、いくつもの谷を刻み流れて、御水は水田を潤し稲を育てて来ました。人々
の暮らしの背景にはいつも鳥海山があるのです。山頂からは晴れていれば、白神山地、
岩手山、遠く佐渡島まで見渡す事が出来ます。また、山頂付近には夏場でも溶けない万
年雪があり、氷河の痕跡であるカール地形も見られ、かつて氷河が形成されていたとい
う説もあります。高山植物も豊富で、固有種のチョウカイアザミ、チョウカイフスマの
他、夏はコケモモ、チングルマなど数えきれない花々で埋め尽くされる空中庭園となり
ます。今回は矢島口（祓川）コースに挑戦、山頂を目指しますが、ご参加の皆様の体力
に合せて進行したいと思いますので、この機会に登頂してみませんか？（中級～上級程
度。） 
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●日時：８月１６日（火）５：３０～２０：００頃 
●ナビゲーター：宮城県森林インストラクター 遊佐 文博さん 
（元東北大学大学院農学研究科付属生態フィールド教育研究センター技官） 
●参加費：お一人￥6800（ガイド料、昼食、入浴、保険料含） 
※8/13迄にお申し込み下さい） 
集合⇒5：30鳴子公民館駐車場、5：40出発⇒8：15登山口、8：30登山開始⇒13：00山
頂 （昼食、休憩）⇒13：40下山開始⇒17：00登山口、17：30出発⇒20：00頃公民館
駐車場着、解散 
※当日の行程、道路混雑等でタイムスケジュールが変わる場合があります。 
※今回も早朝出発のため、ご希望の方には前泊￥3000(素泊まり・税込)をご紹介します。 
★温泉マルシェ・『手仕事をめぐる旅①』 
（あけび蔓（つる）細工職人・和島 常男さん） 
●江戸時代の終わりころから続く歴史ある湯治場、鳴子温泉は、温泉だけでなく、様々
な文化も育まれてきた場所です。代表的なものが木地文化、山で伐採された木々や植物
を道具に仕立てたくさんの工芸品が生まれてきました。すべて手仕事。費やされる膨大
な工程と時間は、現代にはなかなか省略されてしまいがちな丁寧な手作業、思いが詰ま
っています。今月から、そんな鳴子の様々な「手仕事」を紹介していきます。第1 回目
は、あけび蔓細工職人の和島常男さん。専業としては唯一の方となりました。あけびは
4,5 月頃花を咲かせ、秋に濃紫色の実をつける山の植物、秋に出てくる蔓（つる）は、
しなやかで強度が高いのでカゴなどを編むのに最適。蔓自体が丸く弾力に富むため、中
のものを傷つけにくいという特徴もあります。ただし、その蔓は山で採取、生い茂った
木々や、藪をかき分けて取る作業は困難そのもの。また採った蔓の角を1本1本落とし、
長さや太さ別に揃えていくのは気が遠くなるほどの工程です。でもそれだけに和島さん
の作る細工は丈夫で長持ち。今回はそんな和島さんの仕事場にお邪魔して、作る工程、
蔓取りの苦労などなどお話を伺います。もちろんカゴなど出来上がった蔓細工もたくさ
んご覧いただけますよ。普段は入れない工房を訪ねる貴重なひととき、この機会にぜひ
ご覧くださいね！ 
●日時：８月２０日（土）１２：００～１５：００頃 
●参加費：お一人￥3000（昼食代含、昼食無しの場合は￥2000） 
《スケジュール》 
12：00尿前の関古民家「大家」集合、昼食⇒13：30和島さんの工房着、15：00頃解散 
★『里山ごはん食べに行こう』③手作りうどんの会 Vol.3 
●８月最後の里山ごはんは、手作りうどんに挑戦です！粉に水を混ぜてこねるだけなの
に、驚くほどのコシがある本格的なうどん。意外にもご家庭で簡単に作れるんです！水
やこね方など直接見ながら、聞きながらだから失敗無し。夏野菜の天ぷらと一緒にツル
ツルっとどうぞ。あーさっぱり！外は暑い日差しが照りつける真夏の里山でちょっと一
息くださいね。 
●日時：８月２１日（日）１０：００～１３：３０頃 
●会場：鳴子温泉 尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前140番地） 
●参加費：大人￥3300 小学生￥1300 未就学児無料（昼食付、材料費、貸道具含） 
※当日こねていただいたうどんの玉約200ｇをお持ち帰りいただきます。 
※材料準備のため、8/19（金）までにお申し込みください。 
◎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
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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】７月～１１月（＊毎週水・日曜日）（注：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 
◎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） 
◎平成２８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】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 
◎『川渡マルシェ』 

●川渡地域の商店の閉店に伴い、買い物難民が増える今日この頃…。少しでも川渡地域
を盛り上げようと、2015年5月から『川渡マルシェ』がスタートしました。 
◆野菜・果物・生花などの地場産品   ◆ハンドメイド作品 
◆ワークショップ・体験コーナー    ◆古着・古本 
◆生活雑貨・輸入雑貨         ◆ここでしか味わえない隠れた名物 
◆おかし・パン・お弁当・お惣菜 
…など、その他にも盛りだくさんの内容で 毎月１回開催しています♪直売なのでお財布
に優しく、お店によっては値下げ交渉も可能です。また、会場近くには旅館や共同浴場
の温泉がたくさんあるので、買い物を楽しんだ後は 良質な温泉も楽しめます。 
地元色の濃い、超ローカルなイベントを満喫してください♪川渡地域のみなさんと お待
ちしております。また、出店者を毎月募集しております。 
●開催日 
８月７日 (日)、９月１８日 (日)、１０月９日 (日)、１１月３日 (木・祝) 
※時間はいずれも１０：００～１３：００ 
●申込み・問合せ 川渡マルシェ実行委員会(川渡地区公民館内)TEL＆FAX0229-84-6814 
◎「リゾートみのり」夏休み特別企画 

●ＪＲ東日本仙台支社では、夏休み期間中のお子さまに楽しんでいただけるよう「リゾ
ートみのり」で社内イベントを実施するほか、２号車イベントスペースにはお子様の記
念撮影用として「リゾートみのり」オブジェやお子様用制服・帽子、社内でお楽しみい
ただける絵本をご用意いたします。また座席のヘッドレストカバーも「むすび丸」「きて
けろくん」デザインに変わります。 
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●車内イベント 
【８月６日（土）】語り部→ 2号車イベントスペースにて昔語りをお話しします。  
【８月２０日（土）】ご当地キャラクター記念撮影会 → 陸羽東線沿線を中心とするご当
地キャラクター が車内に乗り込み記念撮影会を行います。 
※車内イベントの内容は変更になる場合もございます。予めご了承ください。 
●「むすび丸」「きてけろくん」ヘッドレストカバー：全座席 
 座席のヘッドレストカバーが仙台・宮城観光PRキャラクター「むすび丸」、 
山形県観光PRキャラクター「きてけろくん」をデザインしたものに変わり 
ます。 
【実施期間】７月１日～９月３０日までの運転日全日 
※ヘッドレストカバーの販売は行っておりません。また車内備えつけのものであり、 
お持ち帰りいただくことはできません。 
●絵本 
お子さま向けの絵本を車内にご用意します。乗車中、ご自由にお座席までお持ちいただ
きお楽しみください。 
【実施期間】７月１日～９月３０日までの運転日全日 
【区 間】仙台～新庄間（下り・上り） 
【場 所】2号車イベントスペース 
【冊 数】50冊程度 
※絵本は車内でのみお楽しみください。お持ち帰りいただくことはできません。 
●「リゾートみのり」オブジェ 
「リゾートみのり」オブジェが新しく登場します。お子さまの記念撮影等 
にご利用ください。 
【設置期間】７月２２日（金）から当分の間 
【場 所】２号車イベントスペース 
【対 象】小学生以下 
※オブジェの大きさは幅30㎝×長さ75㎝×高さ30㎝です。お子さまがオブジェにまた
がることができる仕様になっていますので記念撮影等にご利用ください。 
●こども用制服・制帽 
こども用制服（上着のみ）および制帽を車内ご用意します。記念撮影等の際に着用いた
だきお楽しみください。 
【実 施 日】８月６日（土）、８月２０日（土） 
【区 間】仙台～鳴子温泉間（下り・上り） 
【場 所】２号車イベントスペース 
【サイズ】＜制服＞ 90cm、110cm、150cm  ＜制帽＞52cm、54cm、56cm 
◎鬼首地熱発電所展示館「地熱の小さな博物館」再開のお知らせ 

●鬼首地熱発電所は日本で４番目に完成した地熱発電所です。展示館では模型やパネル
を使って地熱発電の仕組みを解説しています。 
【住所】 大崎市鳴子温泉鬼首字荒雄岳２－５ 
【開館時期】７月１日～１１月３０日（期間中無休） 
【開館時間】ＡＭ１０時００分～ＰＭ４時００分 
【入場料】 無料 
【問合せ】 鬼首地熱発電所鳴子事務所（電話：0229-82-2141） 
◎「第４回鬼首フォトコンテスト」応募作品募集中 
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●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２８年６月１日～平成２９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 
◎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、２０１５年以降に撮影したものに限ります。 
 ・応募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２０１７年５月中旬に鬼首地区公民館ブログで発表します。 
◎作品の応募方法 
 ・住所、氏名、日中の連絡先、画題、撮影場所を明記し、「電子メール」または 
 「郵送(２Ｌサイズにプリントし写真裏に氏名と画題を記入すること)にて、 
  下記の応募先に応募願います。 
 ・応募締切は２０１７年３月３１日必着です。 
◆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 
◆共催：オニコウベスキー場/鬼首地区公民館/電源開発㈱/鬼首温泉観光協会 
◎平成２８年「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！ 
 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。 
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 ＊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） 
◇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 
◎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) ＊販売中 
②鳴子観光ホテル売店 TEL0229-83-2333白米(1kg) ＊販売中 
③なるみ観光ストアー TEL0229-83-2362白米(1kg) ＊販売中 
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◎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。 
○交通ルールやマナーを守ってご利用ください。 
◎「大崎市誕生１０周年記念事業」 

★「大相撲大崎場所」 
【日 時】平成２８年８月１８日（木曜日） 
【場 所】古川総合体育館 
★「姉妹都市交流サミット」 
【日 時】平成２８年９月１０日（土曜日）、１１日（日曜日） 
※政宗公まつりと同日開催 
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★「テレビ東京開運なんでも鑑定団」 
【日 時】平成２８年９月２５日（日曜日） 
【場 所】岩出山文化会館スコーレハウス 
★演劇「泥かぶら」公演（中学校１年～３年生対象） 
【日 時】平成２８年１０月４日（火曜日）～６日（木曜日） 
【場 所】大崎市民会館 
★「冷泉家時雨亭文庫 和歌披講」 
【日 時】平成２８年１０月８日（土曜日） 
【場 所】岩出山文化会館スコーレハウス 
★「コメディー・クラウン・サーカス公演」（幼稚園児対象） 
【日 時】平成２８年１０月１２日（水曜日）、１３日（木曜日） 
【場 所】岩出山文化会館スコーレハウス 
★「仙台フィルハーモニー管弦楽団公演」（小学校５年～６年生対象） 
【日 時】平成２８年１０月２４日（月曜日）、２５日（火曜日） 
【場 所】大崎市民会館 
★「大崎市誕生１０周年記念式典」 
【日 時】平成２８年１１月３日（木曜日） 
【場 所】大崎市民会館 
【内 容】•市の花・市の木・市の鳥の制定•市民歌の制定 
•「宝の都（くに）・大崎の飛翔」企画番組などの制作 
•テレビ特別番組・ラジオ公開番組などの放送 
★「仙台フィルハーモニー管弦楽団」 
【日 時】平成２８年１１月２３日（水曜日） 
【場 所】大崎市民会館 
★「音楽の絵本」公演（小学校１年～４年生対象） 
【日 時】平成２８年１１月２８日（月曜日）～３０日（水曜日） 
【場 所】大崎市民会館 
★ミュージカル「クリスマスキャロル」 
【日 時】平成２８年１２月４日（日曜日） 
【場 所】大崎市民会館 
★その他 
•大崎市議会合併１０周年記念誌作成 •１０周年記念版「鳴子の水」ペットボトルウォ
ーター制作 
•ご当地ナンバープレートの導入 •封筒・公文書へのロゴなどの印刷 
•大崎市誕生１０周年記念補助金の交付（大崎市誕生１０周年記念事業補助金、大崎市誕
生１０周年記念地域自治組織交付金事業補助金、商店街活性化推進事業補助金） 
また、地域の各種団体主催による地域の特色あるイベント・行事が企画されています。 
【問合せ】市民協働推進部政策課 
〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所西庁舎4階 
電話番号：0229-23-2129 ファクシミリ：0229-23-2427 
メールアドレス：seisaku@city.osaki.miyagi.jp 
◎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
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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 
【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上旬～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） 
 


