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◎鬼首地熱発電所廃止のお知らせ。鬼首展示館（地熱の小さな博物館）閉館お知らせ
電源開発株式会社鬼首地熱発電所は、平成２９年３月３１日（金）をもちまして廃止す
ることとなりました。地域の皆さまの多大なご支援のもと約４２年の長きにわたり地熱発
電事業を継続させて頂くことが出来ましたこと、また併設する「鬼首展示館（地熱の小さ
な博物館）
」にも数多くの来館者に訪ねて頂きましたことに心から感謝致します。当社は、
純国産の再生可能エネルギーによる地熱発電事業を今後も末永く継続し、引き続きわが国
における電力の安定供給と地球温暖化対策に貢献していく観点から、鬼首地熱発電所の設
備更新を計画しています。
（設備更新後の運転開始は平成３５年度を予定）なお既設発電所
の廃止に伴い「鬼首展示館（地熱の小さな博物館）
」は昨年 11 月末をもちまして閉館させ
て頂きました。
【お問合せ先】鬼首地熱発電所鳴子事務所（電話:0229－82－2141）
◎鳴子温泉郷内の観光施設(春季)営業再開予定のお知らせ
★【間 歇 泉】TEL0229-86-2233
（再開日）３月１８日（土）～
（定休日）水曜日
（営業時間）＊４月２２日までは１０時００分～１５時００分
＊４月２３日以降は９時００分～１６時３０分
（料 金）大人400 円 子供200 円
★【日本こけし館】TEL0229-83-3600
（再開予定日）４月１日（金）～ （営業時間）８時３０分～１７時
（料 金）大人320 円 高校160 円 中学 110 円 小学 80 円
★【封人の家(山形県最上町)】TEL0233-45-2397
（再開予定日）４月１日（金）～
★【鳴子峡レストハウス】TEL0229-87-2050
（再開予定日）４月２０日（木）～ （営業時間）８時３０分～１７時
★【すぱ鬼首の湯】TEL0229-86-2493
（再開予定日）４月２２日（土）～ （営業時間）１０時～１８時
（料 金）大人520 円 子供260 円）
★【吹上高原キャンプ場】TEL0229-86-2493
（再開予定日）４月２２日（土）～
★【レストラン鳴子の風(レストラン・売店)】TEL0229-86-2288
（再開予定日）４月２２日（土）～ （営業時間）１０時～１７時
（定休日）火曜日 ※祝祭日にあたる場合は営業
★【オニコウベスキー場(グリーンシーズン)】TEL0229-86-2111
（再開予定日）４月２２日（土）～１１月初旬 （営業時間）９時～１６時３０分
（営業日）土・日・祝日と夏休み期間に営業します。その他の平日は休業になります。
※但し、４月２９日～５月８日は毎日営業します。
★【鳴子ダムの堤体(ﾃｲﾀｲ)見学】TEL0229-82-2341
（再開予定）４月下旬～ （開閉時間）８時３０分～１７時００分
★【鬼首地獄谷遊歩道】TEL0229-86-2288
（再開予定日）４月下旬頃の予定
★【潟沼レストハウス】TEL090-4131-6326
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（再開予定日）４月下旬～
★【鳴子カントリークラブ（上野々）
】TEL0229-83-3667
（再開予定日）４月３日（日）～（＊仮オープン）
◎川渡温泉「レンタサイクル」のご案内
●無料レンタサイクルです。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２９年４月中旬～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。
○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。
【お問合せ】 ◎詳しくは貸出場所の藤島旅館まで TEL0229-84-7412
◎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。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２９年４月中旬～１１月３０日（天候の状況により変わる場合あり）
◎利用時間：９時～１７時
＊定休日第２・４日曜日
◎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)
○ご利用には身分証明書(免許証等)のご提示が必要です。
◎鳴子温泉 駅中コンサート ～Esprit～
今年も鳴子温泉駅中コンサートが開催。今年の出演はＥｓｐｒｉｔ～エスプリ～
2009 年５月、ギター･小関佳宏とヴァイオリン･佐藤実治とで結成。仙台.札幌を中心に全
国で活動中。ジャンルを飛び越えたオリジナリティ溢れる世界を創り出します。聴く人の
耳だけでなく心にも届くハッピーでハートフルな音楽をお届けします。
【開催日】 ５月４日（木）
【時 間】 １４：００～１５：３０
【場 所】 鳴子温泉駅 ナイスホール（待合室）
【入場料】 無料
【お問合せ】090-4885‐4754〔高橋〕
【主 催】 大崎市鳴子温泉駅中音楽会実行委員会
◎佐々木一澄個展
郷玩あれこれ－原画展－
郷土玩具とは、郷土や風土に根ざし、古くから日本各地で作られてきた玩具のことです。
郷土玩具のもつ大らかな色と形は、時に優しく、時に暴力的なほど活き活きとした魅力を
放っています。本展はそんな郷土玩具の歴史や魅力について全国の地方新聞で全１２回に
わたり文章とイラストレーションで連載したものの原画展になります。モチーフとなった
玩具も同時に展示いたします。
【日 時】平成 29 年４月29 日（土）－５月７日（日）
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【時 間】10 時－17 時まで
【場 所】こけし堂
【企画・主催】桜井こけし店・佐々木一澄
【協力】－こしき
【電 話】０２２９－８３－３４６０
【ＨＰ】https://www.n-koshiki.com
◎トークイベント「こけし夜話 Vol.３」～郷土玩具の起源とその魅力～
日 時】平成 29 年５月３日（水）19 時～20 時半
【ゲスト】佐々木一澄
【参加費】1500 円（コーヒー・お菓子付き）
【定員】20 名
【懇親会】別途 3000 円（21 時より）
【お申し込み】参加者、連絡先、懇親会の参加の有無を明記。下記メールアドレスへ
【お申込先】n.koshiki@gmail.com
下記明記して下さい
タイトル｢こけし夜話 Vol.３ 申込｣ 1.参加者名、2.連絡先、3.懇親会参加の有無
【企画・主催】宮本武（おかしときっさたまごや） 【協力】桜井こけし店・こしき
◎川渡温泉「第７回菜の花フェスティバル」のお知らせ
●春の鳴子温泉を会場に、郷土芸能の披露やご当地グルメの販売のほか、様々な現場で活
躍する作業車の試乗体験や再生可能エネルギーの展示が行われます。
【日 時】４月３０日（日）午前９時３０分～午後３時
【場 所】大崎市鳴子温泉「川渡温泉河川敷公園」
【展示・野外ステージ】環境にやさしいバイオ燃料で走るゴーカートや、羊や魚など、生
きものとふれあえるブースもあります。ステージイベントも盛り沢山なのでご家族で楽し
めます。スタンプラリーもありますよ！
【出 店】おおさき発祥のおいしいものが大集合。川渡発祥のしそ巻きや鬼首産蕎麦粉入
り焼きそば、新名物のダムカレー、岩魚の塩焼きなど。
【問合せ】川渡温泉旅館組合事務局TEL 0229-84-7005
◎第１３回川渡温泉「春の写生会」参加者募集のお知らせ
恒例イベントで参加の皆さんからは好評をいただいています。春の川渡温泉をお楽しみく
ださい。
●昼食はおにぎりと豚汁を用意しております。
（※無料です。
）
【日 時】４月２３日（日）午前9 時～（受付開始）
【集 合】大崎市鳴子温泉川渡 川渡公民館
【参加料】無 料（定員５０名程度）
【開催要項】
受付終了後、春の川渡温泉を自由に描き１２時３０分までに提出して下さい。
昼食後、閉会式にて審査の発表となります。詳細は事務局にお問い合わせください。
【参加条件】入選作品については１年間お預かりし展示会、ポスター等に利用させて頂く
事が参加条件になります。
【申込み方法】お名前、ご住所、電話番号を明記のうえ郵便またはＦＡＸ、お電話にて事
務局までお申込み下さい。
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【締切日】定員になり次第締め切ります。
【表 彰】最優秀賞 １点、優秀賞 ３点、佳作 ５点程度、特別賞、他
【審 査】小野寺 榮 先生
【問合せ・申込み】藤島旅館(藤島雅弘)TEL 090-6455-1510 FAX 0229-84-7671
◎「さとのわ卯月(４月)プログラム」のお知らせ
鳴子温泉郷には古くから湧いた温泉を軸に『湯治』という文化があります。
いろいろな場所から集まる旅人がお風呂に入って散歩して、旅人同士や地元の人たちとふ
れあいながらいつのまにかリラックスするという不思議な場所。
「さとのわ」ではそんなゆ
たかな湯治場のあれこれを季節ごとに紹介しています。
★「鳴子石で遊ぼう」
【日
時】４月２６日（水）10：00～12：00 頃
【集合場所】尿前の関 古民家「大家」
【参 加 費】お一人様￥２０００（大人、子供共通）
※2 つ以上作ることも可。2 つめからは 1 つ￥500 の追加となります）
【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』
●奥の細道・尿前の関にたたずむ古民家《人家》にて旬の野菜を使ったお惣菜の定食や
おやつを用意してお待ちしています。ひとときゆっくりお過ごしください。
【開催日】4 月中の毎週 土・日・月曜日
【時 間】１１：３０～１５：３０
【会 場】鳴子温泉 尿前の関 古民家「大家」
【大家の住所】〒989-6827 宮城県大崎市鳴子温泉字尿前 140 番地
・国道４７号線、新花渕山バイパスを右折、すぐの義経啼子橋をわたってすぐの右側道を
降り、バイパス下をくぐっった石畳沿い。歩道は左側側道を降りてください。
・鳴子温泉駅から徒歩約３０～４０分、タクシーで約１０分程度です。
《詳細は随時ＨＰにてＵＰ予定》里山カフェＨＰ http://satoyama-cafe.jimdo.com/
◎「鬼首ワンデーマーチ」開催
●モザイクのような若葉の回廊をのんびり歩こう！
【日
時】 平成 29 年 5 月 27 日（土） 【受付時間】 8:30～9:00
【集合場所】 オニコウベスキー場（レストハウスかむろ前）
【参 加 費】
500 円
※申込み締切 5 月22 日（月）
【参加特典】 味噌汁・記念品付き（弁当持参､レストランもあります）
【申込み問い合わせ】 鬼首地区公民館 TEL:0229-86-2206
FAX:0229-87-5172
【主
催】 鬼首地区公民館
◎「禿 岳 山 開 き」参加者募集中 ＊小雨決行（平成 28 年度分）
【日
時】 平成 29 年 5 月 28 日（日） 【受付時間】 ７:30～8:20
【集合場所】 オニコウペスキー場（センターキューブ前）
【参 加 費】
大人 2,000 円 小学生 1,000 円 （先着 100 名様限り）
【参加特典】バーベキューセット・ゴンドラ乗車券・すぱ鬼首の湯入浴券・記念缶バッチ
★受付終了後安全祈願祭を執り行いバスにて花立峠まで送迎！！
【申込問い合わせ】オニコウベスキー場 TEL : 0229-86-2111 FAX : 0229-86-2703
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