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◎観光施設の冬季休業のお知らせ
『鳴子峡レストハウス』
【冬季休業】１１月２４日～令和４年４月下旬
（積雪時は駐車場も入れません）
『鳴子峡遊歩道・大深沢遊歩道』
【閉鎖期間】１１月２４日～令和４年４月下旬
【問合せ】大崎市鳴子総合支所地域振興課 TEL0229-82-2026
『宮城オルレ大崎・鳴子温泉コース』
【閉鎖期間】１１月２４日～令和４年４月下旬
【問合せ】大崎市観光交流課 TEL0229-23-7097
『奥の細道』
【閉鎖期間】※要問合せ
【問合せ】鳴子公民館 TEL0229-82-2101
『潟沼レストハウス』
【冬季休業】１１月２４日～令和４年４月下旬
『潟沼へのアクセス道路』
【閉鎖期間】※積雪状況によります
【問合せ】大崎市鳴子総合支所地域振興課 TEL0229-82-2026
『日本こけし館』
【冬季休業】令和４年１月１日～３月３１日
１２月の営業時間
１０時００分～１５時００分
１２月３１日の営業時間 １０時００分～１２時００分
【入館料】大人４００円、高中学生１６０円、小学生１２０円
（団体 20 名以上 大人３２０円、高中学生１３０円、小学生１００円）
※積雪のある場合、トンネル手前・尿前の関入口前からのアクセス路は
通行出来ない場合がありますが、トンネルの中山側出入口付近からのア
クセス路は通行できます。降雪の場合でも営業期間中は開館しています。
【問合せ】日本こけし館 TEL0229-83-3600
『鳴子温泉地域内公衆便所』
【閉鎖期間】１１月２４日～令和４年４月下旬
【閉鎖箇所】中山公衆便所、小深沢公衆便所、ふるさとの森公衆便所、
こけし館脇公衆便所、潟沼公衆便所、鳴子ダム展望台公衆便所、
吹上公衆便所、吹上高原公衆便所
【問合せ】大崎市鳴子総合支所地域振興課 TEL0229-82-2026
令和３年１１月２３日現在の情報により作成しております。各内容については新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、変更・延期・中止になる場合があります。予めご了承願います。
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『吹上高原キャンプ場』
【冬季休業】１１月２４日～令和４年４月下旬
『すぱ鬼首の湯』
【冬季休業】１１月２４日～令和４年４月下旬
『レストラン鳴子の風』
【冬季休業】１１月８日～令和４年４月下旬
『荒雄湖畔公園』
【冬季休業】１１月２４日～令和４年４月下旬
『かんけつ泉』
【冬季休業】１１月３０日～令和４年４月頃
※詳しくはホームページをご確認下さい。
【問合せ】かんけつ泉ホームページ http://kanketsusen.com/
『鬼首地獄谷遊歩道』
【閉鎖期間】※積雪状況により自然閉鎖
◎鳴子温泉駅前イルミネーション
今年で７回目となりました毎年恒例の「鳴子温泉駅前イルミネーション」
が始まります。冬にお越しいただいたお客様への写真スポットとして、
ＬＥ
Ｄイルミネーションを点灯し、お客様をお待ちしております。雪と灯りのコ
ラボレーションで心が癒されるひと時をお過ごし下さい。
【点灯期間】１２月１日（水）～令和４年３月３１日（木）
【点灯時間】１７時００分～２４時００分
※点灯時間は多少前後する場合もあります。
【場所】鳴子温泉駅前ゆめぐり広場手湯
【ご協力】鳴子まちづくり株式会社、㈱サン・エンジニア
【問合せ】鳴子温泉観光協会 TEL0229-83-3441
◎鳴子温泉５００円クーポン券好評配布中
１１月から開始している「鳴子温泉 500 円クーポン券」は現在好評配布中
です。こちらは、参加施設でお泊りや食事・買い物をすると 500 円クーポン
券が配布・利用できるという事業です。参加施設は鳴子温泉観光協会会員の内、
事業に参加する全５３施設になります。各施設クーポン券が無くなり次第終
了となり、施設ごとに配布方法・利用の仕方が異なりますので、ご注意下さい。
クーポン券は配布された施設（券表面に記載された施設）でしか利用するこ
とができませんのでご了承下さい。また、配布が終了している施設もありま
すので、詳しくは各参加施設へお問合せ下さい。
【利用期間】令和３年１２月３１日（金）まで
【利用方法】各施設異なります。
【事業参加店】鳴子温泉観光協会ホームページをご覧下さい。
https://www.welcome-naruko.jp
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◎中山平温泉地域限定クーポンくじ

◎快速湯けむり号・風っこストーブ湯けむり号

中山平温泉では「お一人様 2,000 円以上お買い上げで、くじが引ける！
地域限定クーポンくじ」を開催しています。空くじなしで 500 円クーポン
券や温泉入浴割引券が当たります。在庫がなくなり次第終了となりますの
で、この機会にぜひ中山平温泉をご利用下さい。
【期間】令和３年１２月５日（日）まで
※クーポン券・入浴割引券有効期限：令和３年１２月２６日（日）
２,０００円以上お買い上げで１回くじが引けます！
【賞品】
※在庫がなくなり次第終了
〇Ａ賞：中山平温泉地域で使える 500 円クーポン券 + 飲料水「玉鳴号」
〇Ｂ賞：温泉入浴２０％割引券
【取扱店】
《温泉施設》あすか旅館・旅館三之亟湯・しんとろの湯・なかやま山荘・琢
ひで・鳴子やすらぎ荘・花渕荘・星の湯旅館・蛇のゆ湯吉
《商店》ゆの駅しんとろ・上野こけし店・佐藤漆工房・鳴鼓堂・陸前観光交
通・倉加屋商店・遊佐たばこ店・うえのブルーベリー園・関農園・たかは
し農園・ゆさ果実工房・みちのく精水工場・安藤建具店・大友塗装店・後
藤内装・森電気工事・遊佐建築・大久保整体療術院
【問合せ】中山平温泉観光協会 加藤 TEL090-4042-3744

「快速湯けむり号」 〇印：仙台駅～鳴子温泉駅～新庄駅（全席指定）
【下り】仙台駅発 9 時 07 分→鳴子温泉駅着 11 時 01 分→新庄駅着 12 時 27 分
【上り】新庄駅発 15 時 00 分→鳴子温泉駅着 16 時 00 分→仙台駅着 17 時 40 分
「風っこストーブ湯けむり号」 ☆印：仙台駅～鳴子温泉駅（全席指定）
【下り】仙台駅発 9 時 09 分→鳴子温泉駅着 11 時 01 分
【上り】鳴子温泉駅発 13 時 15 分→仙台駅着 15 時 02 分
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◎鬼首フォトコンテスト２０２１
皆さまが撮影した鬼首の美しい四季をぜひご応募下さい。最優秀賞の方に
は２万円分の宿泊券の他、多数の賞を用意しています。詳しくは応募先まで
お問合せ下さい。応募締切は２０２２年３月３１日必着で、発表は２０２２
年５月中旬に鬼首地区公民館ブログで発表します。また、昨年度の入賞作品
を鬼首地区公民館ブログと鳴子温泉郷観光協会ホームページにてご紹介して
います。素敵な写真ばかりですので、ぜひご覧下さい。
【応募先】オニコウベスキー場フォトコン係
TEL0229-86-2111 E-mail:photocontest@onikoube.com
【主催】
「鬼楽里」鬼の里実行委員会
鬼首地区公民館ブログ URL http://onikoube22.blog.fc2.com/
鳴子温泉郷観光協会 HP URL http://www.naruko.gr.jp/
令和３年１１月２３日現在の情報により作成しております。各内容については新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、変更・延期・中止になる場合があります。予めご了承願います。
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◎オニコウベスキー場
スノーシーズンは１２月１７日オープン予定です。当日はリフト無料開放
です。ただし、積雪状況によりますので予めご了承下さい。
【オープン日】令和３年１２月１７日（金）予定
※今後の天候状況や積雪状況、オープンの可否は随時スキー場ＨＰ・ＳＮＳ
でお知らせいたします。
【問合せ】オニコウベスキー場 TEL0229-86-2211

運行カレンダー

◎陸羽東線「快速湯けむり号」ヘッドマークデザインコンテスト
陸羽東線沿線の地域住民の皆様や鉄道利用者の方に楽しんでいただける企
画として、快速湯けむり号のオリジナルヘッドマークデザインコンテストが
開催されています。詳しくは鳴子温泉郷観光協会のホームページに掲載され
ておりますのでご覧下さい。
【募集期間】令和３年１２月２３日（木）まで
【募集資格】
宮城県の美里町・大崎市、又は山形県の一部市町村に在住・在勤・在学の方
【主催】ゆめりあ魅力創造事業実行委員会
【問合せ】最上広域交流センター「ゆめりあ」事務室
【鳴子温泉郷観光協会ホームページ】http://www.naruko.gr.jp/
◎温泉総選挙２０２１
今年度で６回目となります「温泉総選挙」
。鳴子温泉郷は今年も「うる肌」
部門でエントリーしました。投票は１日１回インターネットからの投票と
なります。今年は１位を目指して頑張ります！皆さまからの応援投票お待
ちしています。「温泉総選挙」で検索！
【投票期間】令和４年１月３１日（月）まで
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