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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２９年５月分＞          (発行) 鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 

◎鳴子ダム「すだれ放流」 鯉のたきのぼり 

●昨年土木遺産に認定された鳴子ダム。今年も恒例のすだれ放流が行われます。併せて「鯉
のたきのぼり」がダムをバックに雄大におよぎます飾られます。今年はダムの完成から 
６０周年。還暦を祝って鳴子温泉観光ボランティアの会の皆さんのデザインした緋鯉も泳
ぎます。5月2日はオープニングセレモニーが開催され土木遺産認定記念プレートの除幕
式も行われます。 
【放流期間】 5月2日(火)～5日(金) 

◎大崎市情報発信ＦＭ仙台ラジオ番組『オオサキユノラジ』放送開始 

●大崎市では毎週木曜日のお昼にエフエム仙台から情報発信を行います。パーソナリティ
は大崎市になじみの深いワッキー貝山さんと佐藤千日さんのお二人。毎週、市内各地を取
材して宮城県全域に大崎市の魅力を伝えます。パタ崎さんも登場してイベント情報をお知
らせします。鳴子温泉からも毎週情報を発信します。 
【番組名】オオサキユノラジ 
【放送時間】毎週木曜日午後１２時００分～１２時３０分  初回は５月４日（木） 
【チャンネル】鳴子８４.１MHz 仙台７７.１MHz 
◎鳴子温泉 駅中コンサート ～Ｅｓｐｒｉｔ～ エスプリ 

●今年も ゴールデンウィークの定番コンサートを開催！ 鳴子温泉 駅中コンサート
が開催されます。今年の出演はＥｓｐｒｉｔ～エスプリ～。2009 年にギター･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。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ので。見比べながら郷土玩具の現在地をご覧になっていた
だけたらと思います。５月３日（水）のコラボ企画「郷土玩具の起源とその魅力」トーク
イベントでは、その魅力についてお話しさせていただきます。 
【日 時】平成29年４月29日（土）－５月７日（日） 
【時 間】10時－17時まで 
【場 所】こけし堂  【協力】－こしき 
【企画・主催】桜井こけし店・佐々木一澄  【電 話】０２２９－８３－３４６０ 
【ＨＰ】https://www.n-koshiki.com 
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◎スタンドアップパドルボート体験 潟沼でＳＵＰを楽しむ 

●ＳＵＰ（スタンドアップパドルボート）を神秘のカルデラ湖・潟沼で楽しめます。 
初心者でもすぐに乗ることが出来ます。ご家族でどうぞ！ 
【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ご相談ください 
【開催場所】 鳴子温泉 潟沼（鳴子温泉駅から4ｋｍ カルデラ湖） 
【開催人数】 催行最少人数２名～ ※20名様以上はご相談ください 
【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 10：00と13：00から２時間 
【体験料金】 初回￥４,５００（初回講習+ボード+ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ＋保険） 
      ２回目以降￥２,５００（ボード+ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ＋保険） 
      お子様料金￥１,０００（ボード+ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ＋保険） 
      ※お子様は保護者の方のボードに同乗の場合に限ります。 
      ※別途ボード使用の場合は別料金となります。 
【お問合せ・お申込み】 Naruko Earth Sports Project（ﾅﾙｺｱｰｽｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

℡ 070-2018-1000 ﾒｰﾙ info＠nes-ｐ.com  http://www.nes-p.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） 
【集合場所】 オニコウベスキー場（レストハウスかむろ前） 
【受付時間】 8:30～9:00 
【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 

●春の鬼首を一望できます。 
【日  時】 平成29年5月28日（日） 
【集合場所】 オニコウべスキー場（センターキューブ前） 
【受付時間】 ７:30～8:20 
【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！！ 
【申込み問い合わせ】 オニコウベスキー場 
    TEL : 0229-86-2111 FAX : 0229-86-2703 
【主  催】鬼首温泉観光協会 
◎陸羽東線 鳴子温泉駅～中山平温泉駅 途中（鳴子峡付近） ゆっくり運転 

●ＪＲ陸羽東線の鳴子温泉駅と中山平温泉にある鳴子峡に架かる鉄橋付近（トンネル付
近）で、車窓から新緑を楽しめるように一部の列車で減速運転を行います。 
【期 間】 4月28日（土）～5月7日（日） 
【列 車】 10：00頃～16：00頃までの上下８本(みのりも含む) 
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◎「メルカート」開催のお知らせ 

●鳴子温泉駅前のゆめぐり広場で、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２９年４月２３日（日）～１１月上旬の毎週日曜日 
【時 間】１０時～１５時   【場 所】ゆめぐり広場 
【問合せ】メルカート運営委員会(観光交流課内)TEL0229-23-7097 
◎漆木舎 春の企画 ＜春風 そよそよ＞展 

●春風にのせて素敵な手仕事作品を里山に集めました。あなたの春を探しに来てくださ
い。地域おこし協力隊の修行中の二人による初作品の箸もお求めいただけます。 
【期  間】５月１日（月）～５月３１日（水） 
【営業時間】９：３０～１７：００ 不定休 
【場  所】 ギャラリー漆木舎 （〒989-6835大崎市鳴子温泉字南原200） 
【お問合せ】 TEL０２２９－８７－２３６１ 

E-mail naruko@urushigoya.com   http://urushigoya.com 
【お食事】 予約にてお食事もお楽しみいただけます。￥1500～￥2000 2日前まで予約 
【手仕事の人】＜酒井妙子＞塩釜生まれ。宮城ドレスメーカー専門学校卒。着物地を使っ
た小物やドレス。着物地創作服「椿や」代表。＜栗谷昌克＞秋田県生まれ。秋田教育大日
本画専攻卒。大熊敏明氏に師事。2000年益子に移住。オフィスましこ代表。＜島田ひろみ
＞仙台市生まれ。染色家五十嵐忠助氏に師事後細密画家ｷﾞｭﾝｾﾘ・ｵｽﾞｷﾞｭｰﾙ氏の指導を受け
る。宮城の友禅アトリエ蔦風庵代表。＜佐藤建夫＞本吉郡生まれ。鳴子漆器沢口滋氏に師
事。漆絵や乾漆の作品は漆の概念を超えた新境地を開く。佐藤漆工房主宰。 
◎「さとのわ皐月(５月)プログラム」のお知らせ 

いよいよ新緑の季節です！数えきれない種類の緑色の新芽、若葉がお日様の光に照らさ
れキラキラと輝く本当に美しい時期、上旬から中旬には今年もいっせいの田植え景色が見
られます。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 
★新緑の旬・タケノコのおそうざいとごはん 
●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。５月はタケノコです！この頃は都市部のスーパーでも皮付き
のまま売られるようになりましたが、その処理の仕方はなかなかわからないもの。皮の剥
き方、茹で方、そして保存方法まで、この機会にぜひ挑戦してみませんか？タケノコごは
ん、天ぷらなど滋味あふれる旬の味をどうぞお楽しみください。 
【日 時】５月１０日（水）１０：００～１３：３０頃 
【会 場】鳴子温泉 尿前の関 古民家「大家」 
【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、5/8（月）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㉘ 
ゴヨウツツジと新緑のブナ林！！『初夏の花渕山登山』 
●標高 984ｍ、花渕山は鳴子のまちのあちこちから望める鳴子のシンボルの山。山頂付近
からは荒雄川を堰き止めた鳴子ダムを見下ろすことが出来ます。樹齢30～100年を超える

 ４

ブナの自然林が見事、花渕山奥に大きな群生地があるゴヨウツツジも素晴らしいです。今
回は鬼首側からゴンドラも使いながらの縦走です。遊佐さんと歩く若葉の時間を思いっき
り満喫ください。 
【日 時】５月２７日（水）８：３０～１５：３０頃 
【集合場所】花渕山登山口（旧スキー場側、日本こけし館入り口近く） 
【参加費】お一人￥4700（ゴンドラ乗車券、昼食付、入浴代、保険料含） 
【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、当日状況により時間が変更になる場合があります。 
★『鳴子石で遊ぼう！』 
●吸水性、酸素透過性にすぐれた鳴子石は、鳴子の隠れた名品。東京スカイツリー内「す
みだ水族館」や仙台「うみの杜水族館」の水中植生石として使われています。軽くてノミ
やドライバーで簡単に削れるこの石を使って植木用器作りのワークショップを行います。
簡単な取扱いでOK！お子様でも簡単に作れますよ！ 
【日 時】５月３１日（水）１０：００～１２：００頃 
【会 場】鳴子温泉 尿前の関 古民家「大家」 
【参加費】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』 
●5 月のカフェではタケノコや山菜など山のめぐみをたっぷり味わっていただくようなメ
ニューを用意いたしました。散策や温泉めぐりの合間にちょっとひと息いかがですか？  
【開催日】５月3日～7日・12日・14日・15日・19日～22日・26日・28日・29日 
【時 間】１１：３０～１５：３０（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 15：00） 
【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/ 
◎Breeding Farm 765 ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑなるこ営業時間のお知らせ 

●沢山の生き物達を見て、触れて、買える！！ 熱帯魚をはじめとしフクロウ､ミーアキ
ャツト､爬虫類､小動物が展示､販売されています! ｢ふれあい｣をして頂くことも可能で、
一部生体を除き気に入った子をその場で購入することも可能です♪ 温泉の癒しに加え､
可愛い生き物達で癒されてみませんか? 店内には自動販売機コーナー､簡易休憩コーナ
ーを設けていますので､旅の疲れを癒して下さい! 
【営業時間】１１：００～１８：００ （12/1～3/31 11:00～16:00） 
【定 休 日】月曜日､木曜日（臨時休業有り） 
【入店料金】平 日       : 大人300円 子供100円(小学生まで) 
      土曜日､日曜日､祝日 : 大人500円 子供300円 
【場  所】 古川信用組合鳴子支店向い側 （新屋敷・仲町通り） 
【お問合せ】 050-1376-9178    http://www.bf765.com/ 
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