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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１２月分＞       (発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 
◎鳴子ダム選奨土木遺産認定記念式典 

【開催日】平成２８年１２月４日（日） 午前９時４５分～ 
【会 場】大崎市鳴子スポーツセンター 
09：45～ ◆＜オープニングアトラクション＞ 
10：00～ ◆＜第１部＞ 認定証と銘板の授与 
11：00～ ◆＜第２部＞ 記念講演 『ダムを利用したまちおこし』 
       講師：ダムマニア＆ダムライター宮島 咲 氏 
12：30～ ◆＜ダムカレー＆なる子ちゃんこ鍋の試食＞ 
     ・アトラクション ・地域の活動紹介（パネル） 
     ・幻の鳴子ダム映画「鉄血の魂」上映（天地茂出演） 

◆現地見学会（希望者のみ、事前申し込みが必要です） 
【お申込み】 鳴子まちづくり協議会 0229-25-8380（TEL&FAX) 

◎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/ 
◎スキー場開き 

●上野々スキー場 
【スキー場開き】12月23日（金） 
・リフトは12月27日より運行開始 
・12/27～1/9マデ毎日リフト運行 
・1/10～ 土日祝のみリフト運行 
HP： http://www.h2.dion.ne.jp/~u.s.lift/ 
【問合せ】上野々スキーリフト 0229-83-3650 
●オニコウベスキー場 
【スキー場開き】12月16日（金） 
・当日はリフト無料 
・ナイター営業 12月17日（土）～３月20日(月)  土、日、祝日 16：00～  
・年末年始12/29～1/3 
・2月19日（日） 第11回大崎市スノーフェスティバル 
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HP：http://www.onikoube.com/white/ 
【お問合せ】オニコウベスキー場 0229-86-2111 

◎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 
＜ＨＰ＞ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｏｎｉｋｏｕｂｅ.ｃｏｍ 
【営業日】１２月１６日（金）～３月２６日(日)  
【時 間】平日９：００～１６：００ 土・日・祝８：３０～１７：００ 
     12/29～1/3→８：３０～１７：００ 
・１２/１６（金）スキー場オープン リフト無料 
・１２/１７（土）～３/２０（月）ナイター営業 

（営業日は期間中の土・日・祝 年末年始 16：00～19：45） 
・１/ ９（月）スキーの日抽選会 （シーズン券やリフト券が当たる） 
・２/１２（日） バレンタイン抽選会（シーズン券やリフト券が当たる） 
・２/１８（土）スノーフェスティバル前夜祭 
・２/１９（日）第11回大崎市スノーフェスティバル 
・２/１９（日）SNOW DUDE スノーボード選手権 （予定） 
・２/２６（日）第38回オニコウベカップＧＳ大会 
・３/１２（日）ホワイトデー抽選会（シーズン券やリフト券が当たる） 
・３/２１（火）～２６（日） 春スキー リフト券やレンタル料金がお安くなります 
・３/２６（日）ファイナル抽選会（シーズン券やリフト券が当たる） 
●毎週土日祝→スキーこどもの日 ●毎週水曜→レディースデー 
●毎週木曜→メンズデー  ※各日でリフト券の優待あります 
◎「さとのわ」１２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/) 
①12/10(土)11(日）…通常のランチ（12月は呉汁、他） 11：30～15：30 
②12/23(金)～25(日）…クリスマスランチ（要予約）11：30～15：30 
③12/30(土)31(日）…年越しランチ（要予約）  ※11：00～14：30 
【場 所】尿前の関「大家」（大崎市鳴子温泉字尿前１４０番地） 
★お正月の注連縄作りに挑戦しよう！ 
【開催日】１２月１８日（日） 
【時 間】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） 
●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。 
●参加費：大人￥4000（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） 

●募集人数：5名様まで。※材料準備のため12/15（木）までにお申し込み下さい。  
★新春を迎える「餅花（もちばな）作り」 
●お正月・小正月に室内などに飾られ、この時期の風物詩となっている「餅花」。餅を作物
に見立て、五穀豊穣を祈り、福を招く意味をもっています。さとのわでは本物の餅を使い、
おおよそ40ｃｍ位の室内用飾りを作ります。昼食はつきたてのお餅ですよ！ 
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●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￥1000未就学児無料 
（昼食付、材料費、貸道具含） 
●募集人数：5名様まで。 ※材料準備のため12/15（木）までにお申し込み下さい。 
★お正月のお餅（鏡餅、のし餅）作り 
●手作りのお餅で新年を！鳴子産のもち米を使ったお正月のお餅つくりを行います。 
●日時：１２月２６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） 
●参加費：大人￥4000（中学生以上）小学生￥1000未就学児無料 
（昼食付、材料費、貸道具含）※出来上がった鏡餅、のし餅はお持ち帰りいただけます。 
 
シリーズ『里山ごはん食べに行こう』 
★師走① 里山のおせち料理 
●師走の恒例、里山のおせち、今年も作ります！干し柿のオードブルや手作り昆布巻き、
みかんの果汁で煮込んだサツマイモのきんとん、紅白カブの甘酢漬けなどなど、肉や魚を
使わないお野菜のうま味をたっぷり詰め込んだおせち料理です。雑煮は大根、ニンジンの
千切りで作る「ひきな」をどうぞ。「土風里」高橋さんならではの手順やコツをじっくりご
覧いただきながら滋味溢れる味わいをご一緒にどうぞ！ 
●日時：１２月４日（日）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） 
●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円子供1500円(未就学児無料､材料費､昼食代含) 
※材料手配のため12/2（金）までにお申し込みください。 
★和菓子を嗜む会③ 新春のお菓子「花びら餅」を作ろう 
●和菓子を嗜む会の3回目。今回は新春の菓子「花びら餅」に挑戦です！薄くのばした白
餅で牛蒡や味噌などを包む、平安時代の祝い膳に由来すると伝えられてお正月の菓子で、
ゴボウや干し鮎などを挟むのは、1 年の始まりに固いものを食べることで長寿を願うとい
う意があるようです。 
●日時：１２月９日（金）１０：００～１３：３０頃 
●ナビゲーター：和菓子作り手 原畑えみ さん 
●参加費：￥4000（材料費、軽食付き） ※※12/6までにお申し込みください。 
★師走③里山のガトーショコラ 
●鳴子温泉駅前、老舗餅処「深瀬」さんのパテシェール、深瀬いず美さんによるお菓子教
室です。今回はガトーショコラ。温泉熱で乾燥させたブルーベリーや栗、イチジク、豆の
甘露煮などをたっぷり入れた里山ガトーショコラです。 
●日時：１２月１３日（火）１０：００～１３：３０頃 
●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 
●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￥4000（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） 
◎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。 
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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 

◎冬期の休業情報 

●「日本こけし館」 
 【冬期休業】１月１日～３月３１日 
 ※１２月中の【営業時間】９時００分～１６時００分 
  （注：但し１２月３１日は、９時００分～１２時００分） 
  （注：積雪の状態によっては臨時休業あり） 
 【問合せ】日本こけし館TEL0229-83-3600 
●「かんけつ泉」 
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 【冬期休業】１１月３０日～３月末頃の予定 
●「鬼首地獄谷遊歩道」 
 【閉鎖期間】１１月中旬～４月下旬 
 （注：但し降雪があると早めに自然閉鎖になります。） 
●「レストラン鳴子の風」 
 【冬期休業】１１月１４日～４月下旬 
●「吹上高原キャンプ場」 
 【冬期休業】１１月１４日～４月下旬 
●「すぱ鬼首の湯」 
 【冬期休業】１１月１４日～４月下旬 
●「鳴子カントリークラブ（上野々）」 
 【冬期休業】１２月中旬～４月中旬 
 （注：降雪があると早めに終了します。） 
 【問合せ】鳴子カントリークラブTEL0229-83-3667 
●「潟沼レストハウス」 
 【冬期休業】１１月２４日～４月中旬 
●「鳴子峡レストハウス」 
 【冬期休業】１１月２４日～４月中旬 
●山形県最上町「封人の家」 
 【冬期休業】１２月１日～３月３１日 
 【問合せ】封人の家管理事務所TEL0233-45-2397 
●「旧有備館と庭園」 
 【休館日】１２月２９日～１月３日（＊年末年始） 
 【時 間】９時００分～１６時００分 
 【問合せ】大崎市岩出山「旧有備館」 TEL0229-72-1344 
◎「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。 
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 ・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。 
 ＊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
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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 
◎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」 

★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。 
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☆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 
 


