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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１０月分＞       (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 

◎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 

●恒例の「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」が開催されます。 

※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 

【ステージ】湯めぐり広場、ほっとパーク、仲町通り、鳴子温泉駅 

【夜の部】１９：００～２１：００ 

【ステージ】湯の街通り 

≪２日目≫平成２８年１０月２日（日） 

【昼の部】１１：００～１５：００ 

【ステージ】湯めぐり広場、ほっとパーク、仲町通り、鳴子温泉駅 

【問合せ】鳴子音楽祭実行委員会(鳴子温泉旅館組合) TEL0229-83-3441 

◎東鳴子温泉「温泉神社祭典」 

●温泉神社祭典は、豊かな温泉の恩恵に感謝し、健康で幸せな日常生活と東鳴子温泉の

益々の発展を祈願して開催されます。 

【日 時】１０月１日（土）＊前夜祭 

             １４時００分＊神社神事と神楽奉納(温泉神社拝殿) 

             １５時００分＊お祭り広場/子ども広場(集会所前) 

【日 時】１０月２日（日）＊本祭り 

              ８時３０分＊神輿出御祭神事(集会所前) 

              ９時００分＊本神輿渡御 

              ９時３０分＊子ども神輿渡御 

【主 催】東鳴子温泉神社祭典実行委員会 TEL 0229-83-3038 

◎スナッグゴルフ秋季大会参加者募集のお知らせ 

●今回も豪華賞品(!?)を用意しています。 

ブービー賞もあり、皆様のご参加をおまちしていまーす。 

【日 時】１０月２日（日）９時３０分受付開始 

【場 所】(鬼首温泉)荒雄湖畔公園スナッグゴルフ常設コース 

【定 員】大人・子供あわせて３０名（＊当日会場でもＯＫ！） 

【料 金】参加費無料 

【問合せ・申込み】鬼首地区公民館TEL0229-86-2206 

◎「地熱講演会 in 鳴子温泉」のお知らせ 

●「地熱が日本を救う」をテーマに講師「真山仁氏」の「地熱講演会 in 鳴子温泉」が開

催されます。 

【日 時】平成２８年１０月７日（金）１３時００分～ 

【場 所】鳴子公民館大ホール（宮城県大崎市鳴子温泉鷲ノ巣85-4） 

【定 員】１００名（※参加費無料） 

【主 催】大崎市・大崎市鳴子温泉地域地熱開発促進協議会 

【問合せ】大崎市産業政策課 TEL0229-23-2281 
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◎「ゆさや秋のコンサート」のお知らせ 

●第２０回となる恒例の「ゆさやコンサート」、今年も内容を一層充実させて開催致しま

す。クラシックやポピュラー音楽をお楽しみ下さい。会場はゆさやロビー、入場無料 

【日 時】１０月８日（土）１９時３０分～２１時００分 

【演 奏】Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｐatata ＊弦楽四重奏 

【問合せ】ゆさやTEL0229-83-2565 

◎鳴子峡駐車場「季節有料化」のお知らせ 

●鳴子峡中山平側の第１・２・３駐車場は秋に一時有料になります。 

但し、その他の駐車場は無料です。 

【期 間】１０月８日（土）～１１月１３日（日） 

【時 間】終日 

【料 金】大型車1,000円(定員30人以上) 中型車700円(定員11人～29人) 

     普通車 500円(上記以外) バイク200円 ＊１回当たりの料金です。 

【駐車台数】バス12台・乗用車253台 

【問合せ】鳴子峡レストハウス TEL0229-87-2050 

◎オニコウベスキー場「ふれあいマジックショー」のお知らせ 

●マジシャン オーイズミがオニコウベスキー場で「ふれあいマジックショー」を開催し

ます。マジックの大道芸をお楽しみ下さい。 

【日 時】１０月９日（日）１２時００分～数回 

【場 所】オニコウベスキー場レストハウスかむろ前ほか 

【出演者】マジシャン オーイズミ 

【プロフィール】 

 宮城県を中心に、レストランやバー、温泉街でのマジックショーなど、年間100本を超

えるパフォーマンスを様々な場所で披露している。シリアスなマジックから、コミカルな

演技まで幅広い演出を可能とし、老若男女問わず、観る人の心を捕らえて離さない。 2015

年3月に開催された宮城県マジックコンテストでは他のマジシャンを寄せ付けない圧倒的

なパフォーマンスで優勝した。 

【問合せ】オニコウベスキー場TEL0229-86-2111 

◎漆木舎「秋の三人展」開催のお知らせ 

●ギャラリー漆木舎では、「秋の三人展」を開催致します。秋の鳴子と温泉を楽しみなが

らお気に入りを見つけに来るのもいいかも… 

 ※完全予約で、お食事もご用意出来ます。 

【期 間】平成２８年１０月１１日（火）～１１月１０日（木） 

【時 間】１０時００分～１６時００分 

【場 所】佐藤漆工房「ギャラリー漆木舎」 

【出 品】島田ひろみ「宮城の友禅」 

     小川乃り子「和布創作」 

     佐藤建夫 「乾漆・漆絵」 

【問合せ】佐藤漆工房TEL0229-87-2361 

◎「熊谷育美」フリーライブ in ホテルオニコウベ 

●宮城県気仙沼市生まれのシンガーソングライター「熊谷育美」フリーライブ in ホテル

オニコウベが開催されます。２回公演で観覧入場無料です。 

【日 時】平成２８年１０月１５日（土）第一公演17:00～ ／ 第二公演20:30～ 
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【場 所】ホテルオニコウベ１階ロビー 

【料 金】観覧入場無料 

【問合せ】ホテルオニコウベTEL0229-86-2011 

◎「鬼首ツーデーマーチ」参加者募集中 

●鳴子温泉郷の秘境、鬼首巡り。「第１8回鬼首ツーデーマーチ」に参加して奇跡の大自然

を楽しんで下さいね！ 

【開催日】※各コースとも定員１００名 

 １０月１５日（土）「すすきの原コース(約9km)」 受付時間 午前８時３０分～ 

 １０月１６日（日）「歴史探訪コース(約11km)」  受付時間 午前８時００分～ 

【受 付】オニコウベスキー場レストハウスかむろ集合 TEL0229-86-2111 

【参加費】１日のみ：大人１０００円 小学生５００円 

     両日参加：大人１５００円 小学生７００円 

     ※みそ汁付、お弁当持参。 

     ※参加者全員に記念品と記念写真を差し上げます。 

【主 催】鬼首ツーデーマーチ実行委員会  ※申込〆切１０月５日（水） 

【申込・連絡先】鬼首地区公民館TEL0229-86-2206 Email:onizigoku@gmail.jp 

◎鳴子峡臨時運行バス「紅葉号」運行のお知らせ 

●運行期間 平成２８年１０月１５日（土）～１１月７日（月） 

【主なバス停の時刻表】 下りバス時刻（中山平温泉駅行き） 

バス停留所 (運賃) 1便 3便 5便 7便 9便 11便 13便 

鳴子温泉駅前 (＊＊) 8:30 10:15 11:10 12:10 13:10 14:50 16:10 

車湯バス停 (130円) 8:33 10:18 11:13 12:13 13:13 14:53 16:13 

鳴子峡鳴子口前 (210円) 8:37 10:22 11:17 12:17 13:17 14:57 16:17 

日本こけし館前 (210円) 8:39 10:24 11:19 12:19 13:19 14:59 16:19 

鳴子峡中山平口前 (320円) 8:43 10:28 11:23 12:23 13:23 15:03 16:23 

しんとろの湯 (410円) 8:47 10:32 11:27 12:27 13:27 15:07 16:27 

中山平温泉駅前 (410円) 8:48 10:33 11:28 12:28 13:28 15:08 16:28 

上りバス時刻（鳴子温泉駅行き） 

バス停留所 (運賃) 2便 4便 6便 8便 10便 12便 14便 

中山平温泉駅前 (＊＊) 9:00 10:40 11:35 12:35 13:30 15:13 16:35 

しんとろの湯 (130円) 9:01 10:41 11:36 12:36 13:31 15:14 16:36 

鳴子峡中山平口前 (170円) 9:05 10:45 11:40 12:40 13:35 15:18 16:40 

日本こけし館前 (290円) 9:09 10:49 11:44 12:44 13:39 15:22 16:44 

鳴子峡鳴子口前 (290円) 9:11 10:51 11:46 12:46 13:41 15:24 16:46 

車湯バス停 (380円) 9:15 10:55 11:50 12:50 13:45 15:30 16:50 

鳴子温泉駅前 (410円) 9:18 10:58 11:53 12:53 13:48 15:31 16:53 
 

◎鳴子温泉郷の紅葉の見所案内【時期は例年の場合の見込です】 

＊１０月中旬頃から 鬼首観光道路、潟沼(射撃場) 

＊１０月下旬頃から 鳴子峡、禿岳、ﾘｿﾞｰﾄﾊﾟｰｸｵﾆｺｳﾍﾞ､鬼首道路108号線､小黒ヶ崎 

【問合せ】鳴子観光・旅館案内センター TEL 0229-83-3441 
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◎東北地方の紅葉見頃傾向（ウェザーニューズ発表） 

●標高が高い山ほど見頃は例年より遅めの予想、色付きが不揃いになる可能性も 

 ウェザーニューズが平成２８年９月７日に発表した今年の紅葉の見頃予想では、東北は

９、１０月の気温が平年よりも高くなる予想です。このため、八幡平など標高が高い山ほ

ど紅葉の見頃時期が例年より遅めとなる見込みです。 

 鮮やかさは、太平洋側ほど適度な日照や雨が見込め、葉にとって鮮やかに色付きやすい

条件が揃います。ただ、標高の高い山では平年よりも気温が高くなる影響で、ひとつの名

所のなかでも色付き方が不揃いになる可能性があります。 

 鳴子峡の見頃は、１０月２４日頃からになりそうです。 

◎ＪＲ陸羽東線「鳴子峡付近」徐行運転のお知らせ 

●ＪＲ陸羽東線では紅葉の期間に鳴子峡付近で徐行運転を行います。 

 列車からの紅葉の眺めをお楽しみください。 

【期 間】１０月２２日（土）～１１月６日（日） 

【時 間】１０：００頃～１６：００頃 

【区 間】鳴子温泉駅～中山平温泉駅（第一大谷川橋梁） 

【列 車】定期列車(下り) 4727D 729D 731D  (上り) 4732D 726D 728D 

     臨時列車(下り) 8727D(ﾘｿﾞｰﾄみのり)  (上り) 8728D(ﾘｿﾞｰﾄみのり) 

◎阿部旅館の「宮城、東鳴子の秋に恋(鯉)してプラン」 

●宮城の郷土料理「はらこ飯」を、宮城の鮭、地元鳴子の米「ゆきむすび」を使い、仕上

げます。鳴子の通なら誰もが知る、氏家鯉店さんの「鯉のあらい」も味わえる、おすすめ

のプランをご用意しました。鳴子の紅葉・温泉と合わせて是非この機会にご賞味下さい。 

【料 金】お一人様（１泊２食付）６５００円（税込）※三日前までの要予約 

【期 間】１０月１日～１０月３１日（※期間限定） 

【問合せ＆申込み】阿部旅館 TEL 0229-83-2053 

◎リゾートパークオニコウベの観光情報 

【問合せ】オニコウベスキー場 TEL0229-86-2111 

【営業日】４月２３日（土）～１１月６日(日)までの土・日・祝祭日に営業します。 

【時 間】９時～１６時３０分 

〇手ぶらでＯＫ！雨でもＯＫ！秋のおすすめメニュー「いも煮セット」 

◆おすすめ！ 

■テレキャビン＆いも煮セット 

・テレキャビン乗車券＋いも煮セット 

 大人２２００円(税込) 子供１４００円(税込) 

◆季節を味わう定番メニュー 

■いも煮セット 

・いも煮(みそ味)・きのこご飯・季節の小鉢・ミニうどん・お新香 

 大人１４５０円(税込) 子供１１５０円(税込) 

◆バーベキューも楽しめるオススメいも煮セット 

■バーベキュー＆いも煮セット 

・バーベキュー・いも煮(みそ味)・きのこご飯・季節の小鉢・ミニうどん・お新香 

 大人２４５０円(税込) 子供１９００円(税込) 

◆みんなでわいわい作ろう！ 

■いも煮会セット 

 材料はカットした状態でご用意しますので、煮込んで味付けをするだけ！ 
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・いも煮（みそ味）・きのこご飯・ミニうどん・お新香 

 大人１４５０円 子供１１５０円 

※雨天の場合は、レストハウス内でのご利用になります。 

◆６名様以上（平日は１０名様以上）でご利用ください。／１日４組限定！ 

◎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) 

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。年間1口5,000円です。 

【オーナー特典】①収穫物(味噌等)がもらえる。②イベントに優待料金で参加できる。 

【オーナー条件】①積極的に作業に参加すること。②楽しく交流していただくこと。 

【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 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  

【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） 

【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。タオル、長靴、軍手、

雨具、虫除け、メガネ、マスク。（※持ち物は、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。  

【作業後の温泉入浴】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 

◎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 

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 

  7:00 朝ヨガ、ウォーキング 

  8:00 朝食 
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 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 

  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 

◎「さとのわ」１０月プログラム情報 

【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』 

●会場は尿前の関の「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。 

【開催日】１０月８日(土)～１０日(月)、２２日(土)、２３(日)、２７日(木)～３０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。  

※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/ 

★和島常男さんの『あけび蔓細工展』 ※入場無料 

【開催日】１０月８日（土）～１０日（月・祝）、２２日（土）２３日（日） 

【時 間】１１：３０～１５：３０ 

【会 場】尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前１４０番地） 

●９月下旬から引き続いて１０月の里山カフェでもあけび蔓細工の展示会示を行います。 

和島さんは、鳴子生れ、あけび蔓細工専門で製作歴約４５年余りの職人さん。木型を使い、 

しっかりと編まれたかごや小物は丈夫で型くずれしないのが特徴。今回は普段使いのかご

の他、背負子、小物入れ、花器など数十点を一堂に展示いたします。鳴子エリアでもなか

なか揃って見ることが出来ない和島さんのかごたち。１点ものも多く、お土産にもピッタ

リ。この機会にぜひ手にとってご覧くださいませ。 

【和島常男…昭和１７年生まれ。高校卒業後、東京での勤務を経て帰京。父・和島常三郎

に師事、あけび蔓細工の製作に入る。型くずれしにくく１０年、２０年と長持ちするのが

特徴。毎年９～１１月初旬まで山に入って蔓を取り、一つ一つ蔓の節を取り除きなめして

いくという想像を超える時間をかけた作業は圧巻、「編む段階ではもう気楽なもの」と笑

う根っからの職人肌。専業としては鳴子で唯一、平成１３年日本民藝協会賞受賞】 

★『里山ごはん食べに行こう』和菓子を嗜む会②秋の味覚、栗を味わう！ 

●６月から始まった和菓子を楽しむ会の２回目です！例えば桜餅が店頭に並ぶと春を感

じ、花の散る頃には桜餅も姿を消すように、和菓子は私達に季節を連れて来てくれます。

もともと日本で収穫された小豆、米粉、砂糖など、シンプルな材料で作られて来た歴史を

持ち、四季のある独自の風土、文化と共に紡がれて来た和菓子。私たちのライフスタイル

も様々になった今だからこそ、そんな奥深くも美味しい文化に親しみ、味わう時間はいか

がですか？ナビゲーター、原畑さんが案内くださるたおやかなひととき。２回目は「栗」 
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２種類の栗きんとんの他、渋皮煮を用いた栗羊羹の試食もどうぞ。実りの秋、あたたかい

お茶と一緒に滋味あふれるひとときをお過ごしください。きんとん、栗のお土産付きです。 

●日時：１０月２日（日）１０：００～１３：００頃 

●会場：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：和菓子作り手 原畑えみさん 

 短大卒業後、管理栄養士として勤務後、現在は月に数度クリニックで食事相談の業務に

携わる。餡子が好きで、１０年前から和菓子を学び始め、和菓子のあとりえ（東京）宮澤

裕道氏に師事、現在に至る。今年から講師として正式にデビュー、和菓子教室開設に向け

準備中。 

●参加費：お一人￥４０００（和菓子、栗お土産付き） 

※９／３０までにお申し込みください。 

★『里山ごはん食べに行こう』干し柿作りと柿のお惣菜、お菓子（２回開催） 

●さあ、恒例の干し柿作りですよ！枝が折れそうになる位、たわわに実った柿は、皮をむ

いて紐を通し、軒先に吊るして約３週間程度で食べ頃になります。鳴子の皆さん、出来上

がった干し柿はおやつに休憩時にパクパク。実によく食べられています。でも実は干し柿

はお菓子やお惣菜、オードブルにしても美味しいのです。古民家の軒先でサリサリと皮を

お菓子やお惣菜、オードブルにもＯＫ！今回は天ぷら他に挑戦です。 

●日時：１０月１５日（土）と１０月１９日（水）１０：００～１３：３０頃 

    ※両日とも同じ内容です。 

●会場：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（中学生以上）小学生￥１３００（昼食付、材料費、貸道具含） 

※作った干し柿はお持ち帰りいただけます！ 

※材料準備のため１０／１３までにお申し込みください。 

◎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） 

       ※祝日・平日のお申し込みは要相談 

【開催人数】催行最小人数２名〜 最大催行人数１０名まで 

       ※それ以上に関しては要相談 

【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。ボードが必要な場合は別途ボードレンタル代
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を頂戴します。※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】●すべて予約制とさせて頂きます。ご希望日の前日１７：００までにお申し

込みください。●安全にお楽しみ頂くため、強風、荒天時には、ご予約を頂いていても中

止となる場合がございます。潟沼の水について潟沼は火口湖のため酸性ですが、ｐＨは２．

２と最も酸性が低い火口湖のひとつです。それでも酸性ではあるため、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が、真水で洗い流すとすぐに症状は治まりま

す。ＳＵＰは比較的水に浸かることが少ないスポーツですが、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TEL080-3199-8393 大崎TEL090-3361-5400  

◎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。 

【期 間】５月１日～１１月２７日 

【開催日】７月～１１月（＊毎週水・日曜日） 

【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】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 

◎『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
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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。 

お申込み・お問合せは川渡マルシェ実行委員会(TEL＆FAX0229-84-6814)まで 

お気軽にご連絡ください。 

●開催日 

１０月９日(日)、１１月３日 (木・祝) 

※時間はいずれも１０：００～１３：００ 

●問い合わせ先 

川渡マルシェ実行委員会 (川渡地区公民館内) 

鳴子温泉字川渡25-5 

TEL＆FAX0229-84-6814 

◎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 

●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 
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 ・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。 

 ＊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。 
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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) ＊新米販売開始12月上旬 

②鳴子観光ホテル売店 TEL0229-83-2333白米(1kg) ＊新米販売開始12月上旬 

③なるみ観光ストアー TEL0229-83-2362白米(1kg) ＊新米販売開始12月上旬 

◎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 
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●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。 

◎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） 

◎「大崎市誕生１０周年記念事業」 

★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 
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• 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 

 

【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 
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