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鬼首温泉・中山平温泉・鳴子温泉・東鳴子温泉・川渡温泉

＜平成２９年３月分＞
(発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102
◎ 鳴子警察署特別企画「震災写真展」テーマ：
『あの時を忘れない』
【日 時】３月１日～３月１３日
【会 場】鳴子温泉駅待合室ホール
【主 催】 鳴子警察署
東日本大震災から６年が経過しますが県内では未だに１万２千人を超える方々が行方
不明になっています。その一方で自然災害への危機意識は風化が始まっています。
「あの時を忘れない」ために災害時の警察活動の様子を改めて皆さんにご覧いただ来きた
いと思います。
◎ ＯＮＳＥＮコンサート-里山の春
【日 時】３月５日（日）開演14 : 30
（開場14：00）
【会 場】山ふところの宿みやま／宮城県大崎市鳴子温泉字要害 91(川渡温泉)
金山杉のラウンジで春の木漏れ日を感じながらアコースティックな音楽に耳を傾けま
せんか？鳴子温泉を度々訪れる旅行作家・温泉ビューティ研究家の石井宏子さんが監修し
た音楽ＣＤ「ＯＮＳＥＮ」は、温泉に入ったような安らいだ気分になれる音楽のコンピレ
ーション・アルバム。その楽曲をはじめ、世界で活躍する 2 人のアーティストの生演奏を
お楽しみください。
【料 金】前売り２５００円／当日３０００円、小中学生は各１０００円・１５００円
【演 奏】
・金子飛鳥（ヴァイオリン） ・北村 聡（バンドネオン）
【主 催】山ふところの宿みやま
【申込み･問い合わせ】
メール info@yado-miyama.coｍ または電話090-2994-7196(板垣)
◎こけし夜話 Vol.２／温泉ビューティ研究家石井宏子が語る鳴子温泉の魅力
おかしときっさたまごやの宮本氏が「地域のために個人ができること」をテーマに、40
年の喫茶営業にて知り合ったたくさんの人々の中からゲストを招き「ちょっとディープな
鳴子温泉」の魅力についてお話いただくトークセッション。今回のゲストは温泉ビューテ
ィ研究家・トラベルジャーナリストである石井宏子氏をお招き致します。
温泉の素晴らしさ、温泉旅だからこそ楽しめること。日本だけでなく世界を旅する石井宏
子氏から見た、鳴子温泉のここが好き！ここがすごい！など温泉の世界を通して鳴子温泉
の魅力に触れていただけたらと思っております。
【日 時】2017 年３月６日(月) １４：００－１５：３０ （開場 １３：３０）
【場 所】こけし堂
大崎市鳴子温泉湯元26-9
【参加費】１０００円
※お茶会参加費別途1,000 円（お茶会 15:30 より）｢きっさたまごや｣のお茶･お菓子にて
【お申込先】n.koshiki@gmail.com メールタイトル｢こけし夜話 Vol.2 申込｣
1.参加者名、 2.連絡先、3.お茶会参加の有無 を明記
【企画・主催】おかしときっさたまごや 宮本武（協力：桜井こけし店／こしき）
【問い合せ先】こしき TEL:0229-83-3460 メール: n.koshiki@gmail.com
〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉湯元26-９
URL : www.n-koshiki.com
【ゲスト】石井 宏子（いしいひろこ）
温泉の美容力を研究する日本でただひとりの温泉ビューティ研究家。旅にでかけて宿に泊
１

まることをライフワークとし、トラベルジャーナリストとして取材・執筆、講演など年の
半分は日本・世界を旅する。著書⇒「温泉ビューティ」
（グリーンキャット）
、
「だから行き
たくなる温泉セラピーの宿」
（集英社）
、
『癒されてきれいになるおひとりさま温泉』
（朝日
新同出版）など
◎ ＮＨＫ-ＢＳプレミアム「ようこそ！東北の冬」放送のご案内
ＢＳプレミアムでは、２月２７日（月）～３月５日（日）の 1 週間にわたり、
「ようこ
そ！東北の冬」 と題して、東北にしかない冬の魅力を紹介する番組を集中編成します。
雪あり、温泉あり、グルメあり、工芸品あり、冬ならではの東北の魅力をたっぷりとお届
けします。東北の冬の魅力を“ぎゅっと凝縮した１週間！あなたの知らなかった東北の冬”
へ。ＮＨＫ東北では、東北の魅力を広く発信し、
“東北に行きたい”と思ってもらうことで
観光客を呼び込み、被災地の復興に貢献することを目指す「大好きり東北」を展開してい
ます。今回、その一環として、雪や温泉など観光資源か豊富であるにも関わらす、観光客
か減少する冬の東北へ足を運びたくなる番組を集中的に放送します。是非この機会に“東
北の魅力”に触れていただき、東北へお出かけください！
番組 HP はこちら ⇒ http://www.nhk.or.jp/daisuki-tohoku/bs-winter
＜鳴子温泉郷の放送日＞
番組名

放送日時

放送場所

みちたん～ああ！すばらしきセカイ～
「温泉スペシャルで１０回目」

3/3（金）
15：00-15：43

東鳴子温泉

美の壺・選「風雪に生きる 東北の温泉」
（16/2/12放送）

3/3（金）
19：30-19：59

鳴子温泉

◎「さとのわ」３月プログラム情報
三寒四温。冷えたり、ゆるんだりを繰り返しながら、いよいよ 2017 年の春が始動してい
ます！3 月のさとのわでは、文章や朗読でリラックスしたり、春の恵みを料理したりと、
季節を楽しむプログラムを企画いたしました。早春の湯治場へどうぞほっこりしにおいで
くださいね。
【主 催】"里山とまちを結ぶ"さとのわ
【お問合せ、お申込み】http://hibionon.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/)
3/11（土）
、12（日）
、3/18（土）
、19（日）
、20（月）
、3/25（土）
、26（日）
、27（月）
【時 間】１１：３０～１５：３０（ラストオーダー１５：００）
【場 所】大崎市鳴子温泉尿前の関「大家」
★温泉マルシェ『書いて、読んで、聞く湯治①』～文字と言葉でほぐす～
３月。早春。様々なリラックスのスタイルを提案する温泉マルシェでは言葉や音をテ
ーマにした新しいプログラムがスタートします。時間に追われる忙しい毎日の中ではつ
いつい”情報”だけを追いかけてしまいがちですが、
『ずっと前に読んだあの文章をもう
一度読み返し』たり、
『ちょっと気になっていた本のページを開いて』みたり。
『全然知
らなかった本の 1 節の朗読に耳を傾けていたら思いもよらぬ気持ちが湧きあがって』来
るかもしれません。昨年、東京・蔵前から福島・三春町へ移られた in-kyo 長谷川ちえさ
ん、朗読家の岡安圭子さんをナビゲーターに迎え、
《文字と言葉と音》をテーマに湯治し
ます！圭子さんの声が流れる中、ちえさんが淹れてくださるコーヒーの香りがたちこめ
るたおやかなひととき。本を真ん中にした色々な WS の最後には、ご参加者それぞれの思
いを文字に著してみましょう。きっとご自分でも気づかなった気持ちに出会えますよ。
２

本と言葉でリラックス、してみませんか？
【日 時】 2017 年３月４日（土）～５（日）
【主催・会場】鳴子温泉郷 川渡温泉 宿みやま本館（http://www.yado-miyama.com/)
(大崎市鳴子温泉字要害91 0229-84-7641）
【ナビゲーター】in-kyo 店主・エッセイスト 長谷川 ちえさん
【参加費】①宿泊プラン ￥26000（1 泊 4 食付、WS 参加費含）
、②日帰りプラン￥8000
（昼食付、WS 参加費、入浴代含）③WS のみ￥5000（おやつ、お茶付き）※ ②、③は
3/4 のみとなります。
★里山ごはん食べに行こう『春の恒例、ふきのとうで作るばっけ味噌』
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
理を作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
イワイ試食します！春のスタートはやっぱりばっけ味噌作りから。雪が解け始めたら最
初に顔を出すふきのとう。ふきの花のつぼみで、まだ葉が出る前、先に地上に出てくる
部分です。
「春の皿に苦みを盛れ」という言い伝えがあるそうですが冬の間に溜まった脂
肪を流し、味覚を刺激することで気分を引き締め新しい 1 年をスタートしようというな
意味でしょうか。高橋さんのばっけ味噌は緑色を綺麗に残しながら作るのがポイント。
保存もきくので田楽や和え物などに便利です。行楽シーズンにぴったりなお稲荷さんも
作ります！春の里山ごはんをどうぞご一緒に。
【日時】2017 年３月３０日（木）１０～１３：３０頃
【会場】鳴子温泉 尿前の関 古民家「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（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）※材料手配のため3/28 まで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㉗」
春の1 歩！七ツ森カジュアルトレッキング
2017 年の春が始まりますね！3/下旬から 4/上旬は、冬の間縮こまったカラダをそろそ
ろほぐしたり、デトックスしていったりする時期です。鳴子の森林インストラクター、
遊佐さんと歩く森歩きで足慣らしをしませんか？標高 300～500ｍ、松倉山～笹倉、撫倉
山と初心者でも充分大丈夫なトレッキングです、ご一緒にどうぞ！
【日時】２０１７年３月３１日 ７：００から１６：００頃
【参加費】鳴子集合の場合１人￥6500、登山口集合の場合１人￥4000（昼食付）
【集合場所】JR 陸羽東線鳴子御殿湯駅前（仙台発高速バスご利用東鳴子赤湯下車）
【ナビゲーター】遊佐文博さん（宮城県森林インストラクター。元東北大学大学院農学
研究科附属生態フィールド教育研究センター技官）
【スケジュール】天候の状況によりトレッキング場所が変更になる場合があります。

7:00 集合
11：30頃 昼食
7:10 出発
14：30頃 温泉入浴
8:20 登山口 16：00頃 鳴子御殿湯駅前着、解散
◎ 第３３回川渡地区公民館まつり
今年度で第３３回を迎える川渡地区公民館まつり。川渡地区公民館を活動の場にしてい
る各種サークルや地域団体、川渡地域のみなさんの素晴らしい作品が所せましと飾られ、
大変見応えのある２日間となります。体験コーナーやカフェもあり、大人気です。４日(土)
は宮城県警より、セーフティサポートカーみやぎくん(７種の交通安全機器搭載車)が来館
３

し市民のみなさんに交通安全の体験をして頂きます。５日(日)のステージ発表は新プログ
ラムが増え、計１３団体が熱演致します。川渡地域最大の文化行事です。お誘いあわせの
上、ぜひご来場ください。
・３月４日（土） ９：３０～１０：００ 開場式
１０：００～１５：００ 展示・販売・ｶﾌｪ／ｾｰﾌﾃｨｻﾎﾟｰﾄｶｰみやぎくん
・３月５日（日）１０：００～１３：００ ステージ発表
１０：００～１４：００ 展示・販売・カフェ
【会 場】 川渡地区公民館 (鳴子温泉字川渡２５番地５ ☎８４-６８１４)
◎上野々スキー場情報
【リフト営業期間】１２月２８日～１月９日 毎日運行
１月１０日以降は 土・日・祝 のみ運行
【リフト営業時間】９時００分～１６時００分
【問合せ】上野々スキーリフト TEL0229-83-3650
【注 意】上野々レストハウス内の食堂は営業しません。
（無料休憩は出来ます）
◎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 TEL 0229-86-2111
【営業期間】１２月１６日（金）～３月２６日（日）
【営業時間】 ≪平 日≫９時００分～１６時３０分
≪土・日・祝日≫８時３０分～１７時００分
≪ナイター≫１６時００分～２０時４５分（土曜日と年末年始）
１６時００分～１９時４５分（日曜・祝日）
●スキーこどもの日
※子供（小・中学生）のリフト１日券１１００円
※毎週土・日・祝日
●レディースデー
※女性のリフト１日券２１００円
※毎週水曜日
●メンズデー
※男性のリフト１日券２１００円
※毎週木曜日
●ホワイトデー抽選会
【日 時】３月１２日（日）
※シーズン券やリフト１日券が当たる抽選会
●ファイナル抽選会 【日 時】３月２６日（日）
※来シーズン券やリフト１日券が当たる抽選会
＜＜公式ＷＥＢ サイト http://www.onikoube.com＞＞
◎「第４回鬼首フォトコンテスト」応募作品募集中 ３月は募集期間の最終月です
●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・その他詳しくは下記まで
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
４

