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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１１月分＞
◎イベントカレンダー

(発行)鳴子温泉郷観光協会 TEL0229-82-2102

【鳴子温泉郷エリアイベントカレンダー】
月 日 曜
イベント・開催名
場 所
１日（水）～3日（金） 鳴子温泉街足湯めぐりスタンプラリー
３ 金 陸羽東線100周年で旧型客車&12系客車の臨時列車を運行
４ 土
第50回鳴子文化祭
鳴子スポーツセンター
５ 日
１１
５ 日 中山平温泉駅開業100周年記念「第13回秋のノルディックウォーキング」
６ 月 陸羽東線開通１００周年記念・臨時こども列車を運行
25 土
鬼首・山の文化祭
26 日
15 金 オニコウベスキー場開き
１２

月

トランスイート四季島鳴子温泉駅停車（ 5：42～ 9： 37）
１１日（月）、１４日（木）、１８日（月）、２１日（木）、２５日（月）、２８日（木）
※１２月中は６回停車します

日
５
17
１１ 18
19
19

【近隣エリアイベントカレンダー】
曜
イベント・開催名
場 所
日 大崎市民文化祭
大崎市松山青少年交流館
金
土 第32回大崎バルーンフェスティバル 岩出山
日
日 最上町 新そばまつり
最上町お湯トピアもがみ

【トランスイート四季島 鳴子温泉駅停車日】
１２月：１１日（月）
、１４日（木）
、１８日（月）
、２１日（木）
、２５日（月）
、２８日（木）
１月： ８日（月）
、１５日（月）
、２２日（月）
、２９日（月）
２月： ５日（月）
、１２日（月）
、１９日（月）
、２６日（月）
３月：１２日（月）
、１９日（月）
＜＜合計１６回＞＞
【停車時間】朝 ５：４２～朝 ９：３７
◎「鳴子温泉街スタンプラリー」開催のお知らせ
●スタンプラリーＭＡＰの台紙に７個のスタンプを集めると毎日先着１０名様に好日館で
記念品を差し上げます。
（好日館開館時間：１０時００分～１６時００分）
【開催期間】１１月１日（水）～１１月３日（金） ３日間
【参加方法】①ＭＡＰに掲載のスタンプ設置個所７ヶ所を回り記念スタンプを台紙に
押して下さい。
②スタンプが７個揃ったら、好日館へお越し下さい。
毎日先着１０名様に記念品を進呈いたします。
【設置場所】①ほっとパーク「足湯」 ※東屋の中にあります。
②ＪＲ鳴子温泉駅「ぽっぽの足湯」 ※観光案内所の中にあります。
③ゆめぐり広場「手湯」 ※ゆめぐり回廊の中にあります。
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④リブマートオオサキ「ご利益足湯」 ※施設内にあります。
⑤湯めぐり駐車場「足湯 下地獄源泉」 ※施設内にあります。
⑥ほっとサロン「鳴子温泉歴史館」 ※施設内にあります。
⑦ゆのまちたびの好日館 ※施設内にあります。
【問合せ】でっぺクラブ（好日館）TEL0229-83-2135
◎中山平温泉駅開業 100 周年記念「第 13 回秋のノルディックウォーキング」
【開 催 日】１１月５日（日） 8：30 受付 9：30 スタート 13：30 閉会予定
【集合場所】中山平温泉中山地区コミュニティセンター
【コ ー ス】中山平温泉コミュニティセンター ⇒ 中山平温泉駅 ⇒ 中山遊歩道
⇒ 鳴子峡 ⇒ 大深沢遊歩道 ⇒ 中山平温泉コミュニティセンター
（全長約７キロ）
【参加費】大人 3000 円・小学生 1500 円（参加賞・入浴券・昼食・保険含む）
【ポールレンタル】 ２００円
【お問合せ】 中山平温泉観光協会 加藤 ０９０－４０４２－３７４４
【主 催】 中山平温泉観光協会・中山平温泉旅館組合
【協 賛】 鳴子まちづくり（株） 【後 援】日本ノルディックフットネス協会
◎中山平温泉プレミアムキャンペーン 第一弾！ 開催中
●陸羽東線全線開通 100 周年を記念して、中山平温泉に宿泊された方に有効期限 1 年間の
入浴・宿泊割引証付き「中山平温泉駅 100 年記念カード」を抽選で 100 名様にプレゼン
ト！！
【特
典】有効期限 1 年間の入浴・宿泊割引証付き「中山平温泉駅 100 年記念カード」
【当選人数】抽選で１００名様
【応募方法】宿泊されたキャンペーン参加旅館のフロントにある応募用紙に記入して応募
【応募期間】平成２９年７月１日(土)～１１月３０日(木)まで。
【抽 選 日】平成２９年１２月１日(金)
【当選発表】商品の発送もって発表にかえさせていただきます。
【主
催】中山平温泉旅館組合 【共 催】宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合
【問 合 せ】中山平温泉旅館組合 組合長 加藤 090-4042-3744
◎中山平温泉プレミアムキャンペーン 第二弾！ 開催中
●中山平温泉ゆめぐりスタンプラリー１０００人達成記念キャンペーン！！
中山平温泉の湯巡りスタンプラリー達成者の皆様の中から抽選で５名様に、中山平温泉の
マスコットキャラクター「ゆころん」暖簾と宿泊券 10,000 円分をプレゼント致します。
自宅のお風呂に暖簾を下げて気分は温泉です(^^♪
【特
典】
「ゆころん」暖簾 ＋ 宿泊券 10,000 円分
【当選人数】抽選で５名様
【応募方法】参画入浴施設にある応募用紙をご利用下さい。
【応募期間】平成２９年７月１日（土)～１１月３０日(木)まで。
【抽 選 日】平成２９年１２月１日（金）
【当選発表】商品の発送もって発表にかえさせていただきます。
【主
催】中山平温泉旅館組合 【共 催】宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合
【問 合 せ】中山平温泉旅館組合 組合長 加藤 090-4042-3744
２

◎鳴子こけしまつり横浜展
●横浜人形の家で鳴子のこけしまつり入賞作品が楽しめます。
【開催日】１１月２５日（土）
・２６日（日） １０:００～１７:００（26 日は 15：30）
【会 場】横浜人形の家・多目的室（入場無料） 神奈川県横浜市中央区山下町 18
◆第６３回こけし祭り入賞作品の展示
◆鳴子こけしの展示販売
◆こけし絵付け体験（有料 1000 円）
●実演参加加工人 岡崎斉一 、 大沼秀顯 、 柿澤是伸
◎第５０回鳴子文化祭・第１０回鳴子温泉地域小中学校絵画展同時開催
●芸術と文化の秋・鳴子温泉地域の文化芸術団体の作品展示やステージ
【開催日】
・第１０回鳴子温泉地域小中学校絵画展 表彰式 １１月４日（土） 10:00 ～
・展示の部
１１月４日（土） 9：00～17：00 ５日（日）9：00～15：00
・ステージの部 １１月５日（日）10：00～15：00
【会 場】 鳴子スポーツセンター
【展示・ステージ】 絵画、生け花、手芸、文芸作品、郷土芸能、日本舞踊、合唱 など
【お問合せ】 鳴子公民館 ０２２９－８２－２１０１
◎鬼首・山の文化祭
【日 時】１１月２５日（土）9：00～16：00 ２６日（日）9:00～15:00
【会 場】大崎市鬼首基幹集落センター オニコウベリフレッシュセンター
【内 容】鬼首地区民による作品展示、写真展示、プラモデル制作・展示（11/25）
木魂の会（木地・こけし・桶）実演販売公ナー
※うどん作り体験（11/25） ※そば作り体験（11/26） 体験は有料
地場産品展示（やまが旬の市） 映画鑑賞
【主 催】鬼首地区公民館 ０２２９－８６-２２０６
◎リゾートパークホテルオニコウベ 年末特別企画クリスマスディナープラン
●リゾートパークホテル・年末特別企画「熊谷育美」クリスマスディナープラン
爽やかな歌声とともにお友達やご家族で特別な人とお楽しみ下さい
【開催日】１２月２２日(金)・２３日(土) 両日ともに１８時から２０時３０分まで
【ディナー料金】 １５,１２０円(1 名様・1 白 2 食付) ８,６４０円(宿泊なし)
※宿泊１名様ご利用の場合はご相談ください。
※予約制シャトルバス運行しております。シャトルバスのご予約はご宿泊の３日前まで
にお願いいたします。
【問合せ】 ホテルオニコウベ ０２２９-８６-２０１１
◎農産物直売所 「ゆの駅しんとろ」 営業中です
●とろとろの泉質が人気の温泉「しんとろ湯」に隣接された直売所「ゆの駅しんとろ」
。
どうぞ湯上りに・ドライブの休憩にお気軽にお立ち寄りください
・地元ならではの商品や、お土産の品も充実 ・新鮮な野菜が並ぶ直売所です
・食堂では、うどん、そば、カレーなど楽しめます(季節によってメニューが変わります)
【電話番号】０２２９−２５−３１４４
【営業時間】直売所： 4 月から11 月 午前 ９時30 分から午後 4 時 30 分
12 月から ３月 午前10 時00 分から午後 4 時 00 分
食 堂：午前 11 時から午後2 時まで
３

◎「鳴子温泉エンジョイ俳句」作品募集中
●「鳴子温泉エンジョイ俳句」１１月末まで作品募集中です。鳴子温泉で俳句を作ってみ
ませんか？ 本企画は鳴子温泉の豊かな自然や暮らしの輝きを楽しい俳句に呼んでいただ
き、皆様に広くお伝えするものです。
「おくの細道」を歩きながら一句、温泉街で一句、お
風呂で一句、足湯で一句、楽しい作品募集中！
【募集期間】平成２９年９月２０日～１１月３０日まで。
【投句方法】
①投句箱のある宿泊施設や観光施設の投句用紙にご記入いただき投句してください。
②お一人様３句までご応募いただけます。
③鳴子温泉で読んだ未発表の作品に限ります。
【記 念 品】観光協会で選んだ作品はホームページや観光施設などに掲示し記念品をお送
りいたします。
【その他】
・いわゆる俳句大会として催されるものではありません。
・観光協会が選ぶ楽しい俳句をご紹介する企画です。
・公募していただいた作品は返却いたしません。
【問 合 せ】鳴子温泉観光協会：電話 0229 − 83 – 3441
◎臨時バス｢おくのほそ道 湯めぐりジャンボ号｣１１月の運行について
●『おくのほそ道 湯めぐり号』 １１月の運行予定です。
【運行区間】鳴子温泉入口～鳴子温泉駅～潟沼～鳴子ダム～鳴子峡～中山平温泉駅
【運行期間】11 月 11 日（土）～11 月 23 日（木）の土･日・祝日のみ運行
【定 員】９名（定員オーバーの場合はご乗車できません）
【料 金】１回大人４００円、子供２００円
*ワゴン車タイプの車両です。
※時刻表は鳴子温泉観光協会 HP からダウンロードできます（案内所にチラシあります）
【問合せ】中山平タクシーTEL090-4042-3744 鳴子中央タクシーTEL0229-82-2244
◎ＪＲ鳴子温泉駅の窓口営業時間（窓口が開いていない時間帯があります）
●JR 鳴子温泉駅の窓口は下記の時間帯閉鎖になります（駅員の対応は出来ません）
指定券購入など窓口業務対応が必要なお客様にご注意いただくようお話しください。
＜下記の時間帯は窓口が閉鎖となります＞
① 6時35分 ～
6時55分 ⑤ 13時10分 ～ 13時55分
② 8時35分 ～
9時10分 ⑥ 16時20分 ～ 16時50分
③ 10時10分 ～ 10時50分 ⑦ 18時05分 ～ 18時45分
④ 11時30分 ～ 11時55分 ⑧ 20時30分 ～ 翌朝5時40分

参考：列車時刻、運賃、料金、空席情報案内 ☎050-2016-1600
お忘れ物
☎050-2016-1601
◎鳴子伝統・こけし雛 特別展
日本こけし館
●日本こけし館では、現在こけし雛展を開催中です。女児の健やかな成長のお守りとして、
魔除けとして人気が高く、１年中飾って頂けます。
【期 間】 １２月３１日まで
【時 間】 ８：３０～１７：００
９：００～１６：００（12 月１日～12 月 31 日）
【場 所】日本こけし館 0229-83-3600
【入館料】 大人３２０円
高校生１６０円
中学生１１０円
小学生８０円
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