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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６月分＞          (発行) 鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102 

◎日本こけし館 臨時休業のお知らせ 

日本こけし館「臨時休業」 http://www.kokesikan.com/ 
【期 間】６月２６日（月）～２８日（水） 
※館内メンテナンスの為、上記期間臨時休業となります 
★6月17日・18日は津軽こけし館とのコラボ企画あります。 
詳しくは→http://kokeshi01.exblog.jp/25763541/ 
◎ナルコ ～ オニコウベ   スプリングライド2017 

鳴子温泉周辺を巡る参加無料型のファンライドです。指定コースを完走後、終点の鳴子
温泉駅にて自由解散となります 。モニタリング企画ですので参加者の方はアンケートに
お答えいただき粗品を進呈いたします。コースは交通規制を行わない一般道での走行とな
るため、交通ルールに従った自己責任走行となります。 
【期 日】平成29年6月17日（土曜日） 

 AM 7:30 開会・AM 8：00スタート → AM 12：00ころ終了予定 
     小雨決行（悪天候の場合はコース変更または中止あり） 
【集 合】国道47号線鳴子消防署向の河川敷グラウンド無料駐車場 

（同所で開会・スタート） 
【コース】  ・全行程：約40km 

 スタート（消防署向の河川敷グラウンド）→エイドステーション（ｵﾆｺｳﾍﾞｽｷｰ場） 
    → ゴール（鳴子温泉駅・自由解散） ※一般道走行で交通規制は行いません 
【参加費】 ・無料 （鳴子温泉駅にてモニターアンケートに回要答必） 
【特 典】 ・全員に ①1000円昼食券＋②滝の湯入浴券＋③ミニタオルを進呈 
【申 込】 ・6／15まで、鳴子温泉観光協会のホームページを通して申込ください 
      ・先着30名様  ※ 個人ごとに、お申し込みください 
【対 象】 ・20歳以上、ロードバイクのみ（電動アシスト車不可） 
      ・万一事故の場合、参加者自らの責任で事故処理することをお約束する方 
           (今回、主催者側では、傷害保険に加入しておりません) 
【詳 細】 ・下記の鳴子温泉観光協会のＨＰをご参照ください（5/30から掲載予定） 

http://www.welcome-naruko.jp/  ☎０２２９－８３－３４０３ 
◎「鳴子音楽祭2017」参加バンド募集中！！ 
おかげさまで年々参加者申込みのバンド数が増えている鳴子音楽祭！今年も熱く燃え

る皆さんの参加をお待ち申し上げております。 
【開 催 日】２０１７年９月３０日(土)12：00～17：00・１０月１日(日)11:00～15:00  
【場  所】 鳴子温泉街 
【主  催】 鳴子音楽祭実行委員会 【共 催】 鳴子温泉旅館組合  
【特別協力】 公益社団法人 定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会 
【後  援】 大崎市・東日本旅客鉄道株式会社仙台支店・鳴子まちづくり株式会社・ 

玉造商工会・鳴子温泉観光協会 
【申込資格】 年齢・プロ・アマは問いません。演奏形態・ジャンルも不問です。 
【申込方法】 詳しくは下記HP・又は鳴子温泉旅館組合のHPからリンクをご覧下さい 

鳴子音楽祭ホームページ  http://welcome765onsen.web.fc2.com/ 
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☎0229-83-3441（鳴子温泉観光案内所・旅館組合事務所） 

◎日本こけし館（鳴子公園）のツツジが見頃です 

【期 間】 ～ ６月初旬まで 
【場 所】 日本こけし館（鳴子公園） 

◎鬼首 菜の花 見頃案内 

【期 間】 ５月中旬 ～ ６月初旬 
【場 所】 鬼首 詳しい場所のお問い合わせは下記まで 
  ※NPO法人鬼首山学校協議会 0229-86-2058 
  ※鬼首農地開発農業振興組合 0229-86-2391 

◎鬼首温泉にダムカレーがデビュー 

●レストハウスかむろ 
 ハヤシライス風で辛さを少し押さえています。温野菜とハンバーグがついて1,000円で
す。７月９日までは土日営業、７月１５日から８月２７日まで毎日営業９月２日から１１
月５日まで土日営業です。もちろんスキーシーズンは毎日営業します。 
●レストラン鳴子の風  
 ポークカレーに温泉卵がついて８００円。火曜定休日で１１月中旬まで営業します。 

◎恒例「おおさき食楽まつり２０１７」開催のお知らせ 

●宝の都おおさき、いただきま～す。深緑の鳴子峡で、ご当地グルメの祭典！ 
【開催日】平成２９年６月１７日（土）～１８日（日） 
【場 所】鳴子峡レストハウス特設会場（駐車場無料） 
【時 間】１０：３０～１５：００ ＊荒天時は中止 
◆大崎のおもてなし（新作ご当地グルメが盛りだくさん。）＊飲食販売は有料 
※大崎をはじめ、各地域を代表する料理人が集結。地元の食材をその場で調理します。
（料理２００円から） 

◎大相撲の宮城野部屋直伝、大崎市の食材を生かした「なる子ちゃんこ鍋！」 
◎「茶房クレイン」の濃厚ナポリタンや本格イエローチキンカレー 
◎地元食材にこだわった「加美パルコ」の米粉パン、米粉菓子 
◎おもてなしには欠かせない「クラフト木村」の食器いろいろ 

◆山海の恵み食堂（郷土料理と地域の特産品が勢ぞろい。） 
※地元生産者の新鮮野菜や健康パワーが豊富な発酵食品、また鳴子の米「ゆきむすび」
など、たくさんの品揃えでお待ちしております。 

◎石ノ梅こいこいクラブ、やまが旬の市のみそ漬けや新鮮野菜 
◎石巻「浜十三」の帆立や殻付ウニ等の海鮮炭火焼、女川「潮風商店」の海産物 
◎旬の香り、鬼首の竹の子ごはんや、昔ながらの味 鬼首笹巻き 

◆森の食楽カフェ（飲み物や限定販売の絶品スイーツも。） 
※鳴子の特製スイーツやクレープ、野菜ジェラートなど取り揃えております。木立の中
の特設食空間でご堪能下さい。 

◎古川「もちべえ」の揚げだんごは、外はサクサク中はモチモチ 
◎「餅処深瀬」の栗だんご、栗が丸ごと１個入っているみたらし味のお団子です 
◎「宮城県牛乳普及協会」によるおいしい国産牛乳の試飲会もあります 

◆お楽しみ抽選会もあります。 
※１００円のお買い物につき、お楽しみシールを１枚差し上げます。 
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お買い物合計１５００円で１回の抽選ができます。 
◆他にもイベントが盛りだくさん！ 
①岩出山高等学校学生によるダンスパフォーマンス「鳴子伝統踊り＆ダンス」 
②笹巻き作り体験 
③みんなで作ろう！｢新幹線のペーパークラフト｣ 
④迫力満点！作品の購入も出来るよ！｢チェンソーアートパフォーマンス｣(日曜) 
⑤親子でチャレンジ！｢バルーンアート＆折り紙教室｣ 
⑥可愛く描いてもらおう！｢フェイスペイント｣ 
【問合せ】食楽まつり実行委員会事務局(9：00～17：00)TEL0229-83-2175 千葉 

◎『なるこ・いわでやま で 富良野な日々』 トークセッション 

●「北の国から」倉本聰哲学を実践する四人がやってくる！ 
＜＜なるこ・いわでやま で 富良野な日々＞＞ 

（大田竜介）1968 年､岡山県生まれ。富良野演劇工場工場長。富良野塾１０期生（脚本家

志望）。2000 年富良野に移住しＮＰＯ法人ふらの演劇工房入社｡照明･音響スタッフとして

活躍後､現職。演劇による豊かなまちづくりを目指し､演劇の手法を用いた子どもから大人

までさまざまな人間か触れ合うイベントやワークショップ、講演などを行っている。 

（久保隆徳）1966年､福岡県生まれ｡俳優｡富良野塾第11期生（ｲ非優志望）。卒塾後も富良

野に残り、「走る」「屋根」「歸國」「マロース」など富良野塾・ＧＲＯＵＰ公演の全作品、

倉本聴脚本テレビドラマ「優しい時間」「拝啓、父上様」などに出演。北海道医療大学リハ

ビリテーション学科、放送大学の講師を務めたほか、富良野高校特別外部講師として「身

体表現科目」を担当している。現在、テレビ朝日放映「やすらぎの郷」に出演中。 

（谷山一也）1971年、東京都生まれ｡（有）F.Ｃ.Ｓ.取締役事業統括。富良野塾15期生（俳

優志望）。卒塾後も富良野に残り有限会社フラノ・クリエイティブ・シンジケート入社。倉

本聴脚本の数々のテレビドラマに関わるセット造りや「優しい時間」の銀細工の店、「北の

国から」の蛍のソフトクリーム店、「風のガーデン」のグッズや苗の販売店などをはじめ、

「富良野・ドラマ館」のオープンを手掛ける。2014年より現職。 

（岩本穂）1992年、神奈川県生まれ。横浜市立大学卒業後、北海道富良野市に移住。 ＮＰ

Ｏ法人Ｃ･Ｃ･Ｃ富良野自然塾に入職し、倉本肥塾長のもとゴルフ場跡地を元の森に還す

「自然返還事業」と、そのフィールドを使つだ「環境教育事業」に従事。その後有限会社

フラノ・クリエイティブ・シンジケートに転籍し、富良野ＧＲＯＵＰの制作スタッフとし

て舞台公演に携わる。 
【日 時】２０１７年６月１１日（日） 
【場 所】鳴子公民館 
【参加費】２０００円 
◆１３：００～１４：３０ 第１幕 : 4人が語る｢富良野の日 ｣々 
◆１４：３０～１６：３０ 第２幕 : ワークショップ｢体と心で語ろう｣ 
◆１６：３０～１７：００ 大詰め : 富良野から鳴子･岩出山へ 
【主催】「富良野な日」実行委員会 
【お申込み】090-1933-6594/omochi＠uminote-yamanote.net(曽木) 

090-9742-6493/tougarash1315＠gmail.com(高橋) 
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◎ＳＡＮＡＢＵＲＩ ２０１７ ギターと落語の夕べ  

●山ふところの宿みやま ギターと落語の夕べ 
（ギター ： 吉川忠英） 1947年伝説のグループ「EAST」のメンバーとして全米デビュ
ー。帰国後シンガーソングライターとして活躍。アコースティックギターの第1人者とし
て、中島みゆき・松任谷由実・福山雅治・夏川りみ・加山雄三などニューミュージック系
アーティストを中心にコンサートやレコーディングに参加。アレンジャー・プロデューサ
ーとしての評価も高い。 
（落語 ： 皆川洋一）深萱の昔とうふ工房代表。一関藤沢市民劇場実行委員長。FMアモ
ス人気番組「皆川洋一のちになる話」パーソナリティ。平成16年国立演芸場で「かねはら
っ亭よ～」で落語家デビュー。以来、浅草東洋館を中心に高座を勤める。 
【開催日】6月11日（日） １６：３０開場  １７：００開演 
【場 所】 川渡温泉 山ふところのや宿 みやま（鳴子温泉字要害９１） 
【チケット】 前売り ３０００円 当日 ３５００円 （ワンドリンク付き） 
【問合せ・販売】TEL ０９０－２９９４－７１９６（板垣）  info@yado-miyama.com 
◎「さとのわ６月のプログラム」 ご案内 

●山ふところの宿みやま ギターと落語の夕べ 
（ギター ： 吉川忠英） 1947年伝説のグループ「EAST」のメンバーとして全米デビュ
ー。帰国後シンガーソングライターとして活躍。アコースティックギターの第1人者とし
て、中島みゆき・松任谷由実・福山雅治・夏川りみ・加山雄三などニューミュージック系
アーティストを中心にコンサートやレコーディングに参加。アレンジャー・プロデューサ
ーとしての評価も高い。 
（落語 ： 皆川洋一）深萱の昔とうふ工房代表。一関藤沢市民劇場実行委員長。FMアモ
ス人気番組「皆川洋一のちになる話」パーソナリティ。平成16年国立演芸場で「かねはら
っ亭よ～」で落語家デビュー。以来、浅草東洋館を中心に高座を勤める。 
【開催日】6月11日（日） １６：３０開場  １７：００開演 
【場 所】 川渡温泉 山ふところのや宿 みやま（鳴子温泉字要害９１） 
【チケット】 前売り ３０００円 当日 ３５００円 （ワンドリンク付き） 
【問合せ・販売】TEL ０９０－２９９４－７１９６（板垣）  info@yado-miyama.com 
◎「さとのわ６月のプログラム」 ご案内 

６月前半の里山は新緑が美しい静かなひととき。後半、新緑はだんだんと深緑へ。

２０日過ぎからは初夏のさいん、始まりホタルが舞い始めます。畑ではそろそろ作物

が実り始める時期、山の恵みはフキのおひたしやミズのお潰け物などなど。1 年の折

り返  しが近づいてきましたね、ここらでちょっとひと息の時間はいかがですか？ 
★遊佐文博さんと行く五感を呼び覚ます森歩き㉙ 
鬼首を歩こう！『～田代湿地エリア～荒湯エリア～』 
●鬼首、禿岳を中心とするカルデラ一帯は、植生態系の宝庫です。冬は雪に覆われるこの
地区の新緑の時期は5月下旬～6月初句。自然林から高山植物まで平地では見られない木々
や草花を観察しながらのウォーキングは気持ち良い有酸素運動です。むせかえるような緑
の匂いに包まれた鳴子のサンクチュアリを一緒に歩きませんか？ 
【日 時】６月７日（水）９：３０～１４：００頃 
【集合場所】JR鳴子御殿湯駅前集合 
【参加費】お一人￥4000（ガイド料、昼食付、入浴代、保険料含） 
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【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。 
 
 
 
 
 
 
★手仕事をめぐる旅・特別編 『日本酒を知る・学ぶ・楽しむ会②』 
●米と水と麹で作られる日本酒。蒸した酒米にミリグラム単位で振り入れられる麹菌、そ
うして出来た麹から酒母を作り発酵の過程へ。宮城にはそうした工程を人の手によって行
っている酒蔵があります。栗原市一迫にある金の井酒造もそのひとつ。蔵元の三浦さんは
水と原料にとことんこだわります。数百メートル先からわざわざ水を引き、自ら原料の作
付まで行い、完全買い取りを続け、生産量である石高は限定量、そんな風に［綿屋］とい
う酒は造られています。昨年秋に引き続き日本が誇る伝統の手仕事、日本酒を知り、綿屋
をとことん味わう会を行います。今回はお酒の基本をもう一度学び直しながら、綿屋の新
酒をたっぷり味わう企画です！「里山カフェ」特製、句の食材を使ってこの日だけのお惣
菜やオードブルがお供です。 
【日 時】６月１０日（土）１８：００～２０：３０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 
【参加費】参加費 お一人様￥3500 （綿屋試飲代、軽食付き） 
★温泉マルシェ『着物・きもの・キモノ湯治』 
 着付師・ミチヨさんは、キモノが大好き。自分で着ることももちろん、人に着せること
はもっと好き・・・とおっしゃいます。6 月はそんなミチヨさんをナビゲーターに久しぶ
りに着物をテーマにしたワークショップを行います。まずは浴衣。あれこれ練習しながら
今年は自分で着れるようになりませんか？ ２日目終了後にはカメラマン撮影を。キモノ
姿をポートレートにして差し上げます。☆お手持ちの浴衣がある場合はご持参ください。
お持ちで無い場合は、こちらで準備したもので練習です。（下駄、草履も同様です） 
【日 時】６月２４日（土）・２５日（日） 
【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 
①日帰り6/24 ￥5000（WS１回分、昼食付）、6/25 ￥7000（WS参加費、写真撮影含）  
②両日ともご参加￥25000（WS 2回分、宿泊費、昼・夕一朝付、キモノ姿撮影費含） 
★『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「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。お子
様でも簡単に作れますよ！ 
【日 時】６月２７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 

9:00  JR鳴子御殿湯駅前集合 11：30頃

9:10 13：00頃

9:35  鬼首、田代地区到着 14：00頃  JR鳴子御殿湯駅前、解散

9:45

 出発  温泉入浴

 昼食

 ウォーキングスタート

 ６

★『里山カフェ』 
●６月のカフェでは3種類の定食を予定しています。冷たい胡麻ダレでいただく、コシの
ある手打ちうどん、旬のタケノコをメインにお煮つけ、そしてカレーライス。新緑が美し
い古民家でちょっとひと息どうぞ。 
【開催日】６月２日～５日、９日～１２日、１６日～１９日、２３日、２６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。 
※駐車スペースがたいへん狭いため、お車の方は、誠に恐れ入りますが、バイパス    
手前の公共駐車場などをご利用くださいますようお願いいたします！ 
《詳細は随時ＨＰにてＵＰ予定》里山カフェＨＰ http://satoyama-cafe.jimdo.com/ 
◎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 
◎「メルカート」開催のお知らせ 

●鳴子温泉駅前の湯めぐり広場で、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】湯めぐり広場 
【問合せ】メルカート運営委員会(観光交流課内)TEL0229-23-7097 
 
 
 


