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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１１月分＞       (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 
◎ひとあし早いお雛さま展（日本こけし館特別展） 

●こけしで造られたお雛さまの特別展です。 
【開催期間】１０月１５日～１１月３０日 
【場  所】日本こけし館 TEL ０２２９－８３－３６００ 
      大崎市鳴子温泉字尿前７４－２ 
【入 館 料】大人３２０円、高校生１６０円、中学生１１０円、小学生８０円 
◎鳴子ダム選奨土木遺産認定記念式典 

●鳴子ダムが土木学会の選奨土木遺産に認定されたことを記念して記念式典が開催され
ます。当日は認定証の授与などが行われます。ダムカレーの試食会やダムの堤体下まで行
けるオプショナルツアーなども予定されています。 
【開催日】１２月４日（日） 
【時 間】式典９：４５～１２：００頃 
【詳 細】各団関連団体などＨＰで告知いたします。 
◎水引をあしらった鳴子こけしワークショップ・お正月「祝いこけし」づくり 

●鳴子こけしをお正月にちなんだ色や模様で絵付けし、水引をあしらったお正月の祝いこ
けし作りに挑戦します。 
【開催日】１２月４日（日）１０：００～１６：００（9：30開場） 
【場 所】こけし堂（桜井こけし店） 大崎市鳴子温泉湯元２６－９ 
【対象者】小学校３年生～６年生・中学生 ※保護者の方はﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに参加出来ません 
【定 員】こども１５名    【参加費】こども￥１０００（材料費など込） 
【持ち物】汚れてもよい恰好、軍手、筆記用具 
【申込み】以下の項目を明記の上メールにて申し込み。 
メールアドレス：ｉｎｆｏ＠ａｖ４ｃ．ｊｐ 
・メールタイトルに「鳴子こけし申込み」と記入 
・参加者氏名（ふりがな） ・学校名と学年  ・保護者氏名 ・連絡先電話番号 
【問合せ】「こども芸術の村」プロジェクト町役場 TEL０２２－２６６－８０４５ 
【主 催】京都造形芸術大学「こども芸術の村」プロジェクト http://av4c.jp/ 
◎鳴子温泉駅前「好日館」９周年記念イベント 日本画展 

●遊佐春哉日本画展 
鳴子温泉中山出身の日本画家「遊佐春哉」氏の日本画個展を開催 
【日 時】１０月１５日（土）～１１月６日（日）１０：００～１６：００ 
【場 所】好日館（JR鳴子温泉駅前） 
◎「好日館」秋の温泉街スタンプラリー開催のお知らせ 

●足湯４ヶ所・手湯１ヶ所の入浴記念スタンプと街中無料休憩所２ヶ所の記念スタンプを
すべて集めると毎日先着１０名様へ好日館で記念品を進呈。 
【期 間】１１月４日（金）～６日（日） 
【スタート】好日館又は鳴子温泉観光案内所でスタンプ台紙をもらって下さい 
【記念品交換所】好日館（鳴子温泉駅前）・期間中スタンプを集めた方毎日先着１０名 
【問い合せ】でっぺクラブ（好日館） ０２２９－８３－２１３５ 
 ※好日館開館時間 １０：００～１６：００ 
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◎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 
◎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 
◎第４９回鳴子文化祭（第１１回大崎市文化祭） 

●芸術文化の秋。鳴子温泉地域の文化芸術団体の作品展示やステージ発表が行われます。 
・展示：生け花、茶道、手工芸、バザーなど 
・ステージ：郷土芸能（獅子舞神楽）日本舞踊、よさこい、フラダンス、合唱発表 
★第９回鳴子温泉地域小中学校絵画展も同時開催 
【開催日時】 
＜＜展示の部＞＞ 
１１月５日（土） ９：００～１７：００ 
１１月６日（日） ９：００～１５：００ 
＜＜ステージの部＞＞ 
１１月６日（日） ９：００～１４：３５ 
【会 場】鳴子スポーツセンター 
【入場料】無料 
【主 催】大崎市文化協会、大崎市鳴子文化協会、大崎市教育委員会鳴子公民館 
【問合せ】鳴子公民館 TEL ０２２９－８２－２１０１ 
 
◎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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◎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 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 
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◎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 
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 
◎「さとのわ」１１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』 (詳細は随時ＨＰにて http://satoyama-cafe.jimdo.com/) 
【開催日】１１月３日(木)～６日(日)、１２日(土)、１３(日)、２４日(金)～２６日(日) 
【時 間】１１：３０～１５：３０（ラストオーダー１５：００） 
【場 所】尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前１４０番地） 
★和島常男さんの『あけび蔓細工展』※入場無料 
【開催日】１１月３日（木）～６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） 
●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。 
★『里山ごはん食べに行こう』干し大根と蕪、冬野菜のお惣菜 
●旨味のぎゅっと詰まった干し大根の漬物を使った松前漬けと、旬の蕪を使ったかぶら蒸
しに挑戦です。 
●日時：１１月２３日（水）１０：００～１３：３０頃 (※申込〆切11/21) 
●会場：尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前１４０番地） 
●参加費：お一人￥３３００、小学生￥１３００、未就学児童無料 ※昼食付、材料費込 
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★『里山ごはん食べに行こう』さとのわ蕎麦打ち教室（Vol.2） 
●さとのわの蕎麦打ち教室5月に引き続き2回目の開催です。蕎麦の実を石臼で挽くひと
ときはなんとも贅沢。今回もお一人500ｇの蕎麦を打っていただきます（試食用に100ｇ、
残り400ｇはお持ち帰り用）。玄蕎麦は100％鳴子産、お店では10 割蕎麦ですが、難易度
が高いため二八蕎麦に挑戦いただきます。飛魚出汁で作る芳賀さん特製の蕎麦つゆのレシ
ピもレクチャー大好評の揚げそばがき”揚げねっけ”ももちろんご試食できます。 
●日時：１１月２９日（火）１０：００～１３：３０頃 
●会場：尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前１４０番地） (※申込〆切10/13) 
●参加費：大人￥４５００（昼食付、材料費、貸道具含 400ｇ持ち帰り） 
 

◎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 
◎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） 
◎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） 
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◎「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 
 ・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 
◎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、
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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。 
◎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 
 


