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◎「滝の湯」１月から入浴時間変更のお知らせ
【１月１日からの営業時間】７時３０分～２１時００分
※最終受付は終了時間の３０分前まで・終了時間は退館時間
【料金】大人２００円・子供１００円
【問合せ】滝の湯番台 TEL:080-9633-7930
◎公衆浴場の年末年始営業時間変更のお知らせ
◆「鳴子・早稲田桟敷湯」
【１２月３１日の営業時間】１２時００分～２１時００分
【１月１日～３日】１０時００分～２１時００分
【１月４日～通常営業】９時００分～２１時３０分
※最終受付は終了時間の３０分前まで・終了時間は退館時間
【料金】大人５５０円・子供３３０円
【問合せ】鳴子・早稲田桟敷湯 TEL:0229-83-4751
◆「しんとろの湯」
【１２月３０日～１月３日】９時００分～２０時３０分
【１月４日～通常営業】９時００分～２１時３０分
※最終受付は終了時間の３０分前まで・終了時間は退館時間
【料金】大人４４０円・子供２２０円
【問合せ】しんとろの湯 TEL:0229-87-1126
◎「どんと祭」
＊状況によっては変更する場合もありますのでご了承下さい。
◆「鳴子温泉神社」
【日 時】１月１５日 ６時００分～１５時００分
【場 所】鳴子温泉神社境内
【問合せ】温泉神社 TEL:0229-82-2320
◆「東鳴子温泉神社」
【日 時】１月１５日 １８時００分～１９時３０分
【場 所】東鳴子温泉神社
【問合せ】旅館大沼 TEL:0229-83-3052
◆「川渡温泉石神社」
【日 時】１月１５日 ８時００分～１０時００分
【場 所】川渡温泉石神社境内 【問合せ】高橋鉄夫 TEL:0229-84-7293
◆「中山平温泉地区」（予定）
【日 時】１月１４日 １６時３０分～１９時００分
【場 所】中山平温泉駅前広場
◆「鬼首地区」
【日 時】１月１６日 １８時００分～１９時３０分
【場 所】田野生活センター前 【問合せ】高橋鉄夫 TEL:0229-84-7293
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◎年末年始のバスダイヤのお知らせ
◆｢大崎市営バス鬼首線｣ 休日ダイヤ
【期 間】１２月２９日（水）～１月３日（月）
【問合せ】大崎市鳴子総合支所 TEL:0229-82-2111
◆｢ミヤコーバス高速仙台・鳴子線｣ 休日ダイヤ
【期 間】１２月２９日（水）～１月３日（月）
【問合せ】ミヤコーバス古川営業所 TEL:0229-22-1781
◆｢ミヤコーバス古川・鳴子線｣ 運休
【期 間】１２月２９日（水）～１月３（月）
【問合せ】ミヤコーバス古川営業所 TEL:0229-22-1781
◎鳴子温泉感謝祭２０２２

開催

鳴子温泉観光協会では６回目になります、お客様への感謝を込めて「鳴子
温泉感謝祭２０２２」スタンプラリー抽選会を開催します。期間中の抽選会
前日に参加宿泊施設にお泊りのお客様が対象で、温泉街の参加店２店舗でお
食事やお買い物をすると駅前の抽選会場で外れクジなしのガラポン抽選に
チャレンジできます。イベント運営は感染症対策を講じながら実施します。
状況によっては内容等を変更する場合もありますので、ご了承下さい。
【期 間】 令和４年１月１４日（金）～３月１３日（日）
【抽選会】イベント期間中の土曜・日曜・祝日の計２０回
時間：９時～１３時 場所：鳴子温泉駅前「好日館（こうじつかん）
」
【対象者】 抽選会前日に下記の宿泊施設にお泊りのお客様（小人含む）
【内 容】
①宿泊施設で渡すスタンプ台紙に、感謝祭参加お店を２店舗を利用しスタ
ンプを集める。
（スタンプは宿泊施設１個、商店･飲食店２個、合計３個）
②抽選会開催日に鳴子温泉駅前の「好日館」でガラポン抽選を行い、その
場で賞品が当たる。（スタンプ台紙１枚で１回）
。
【景 品】抽選日ごとに、下記の景品を用意しております。
（ハズレなし）
１等：鳴子温泉一万円分宿泊利用券→１本
２等：鳴子こけし＆なる子ちゃんトートバッグ→１０本
３等：鳴子の名産品＆なる子ちゃんトートバッグ→１５本
４等：なる子ちゃんミニタオル or 鳴子温泉タオル
【対象の宿泊施設】
旅館弁天閣・鳴子旅館・ホテル亀屋・鳴子パールホテル
大江戸温泉物語幸雲閣・旅館すがわら・東多賀の湯・西多賀旅館
扇屋・岡崎荘・旅館姥乃湯・登良家旅館・湯元吉祥・鳴子ホテル
鳴子観光ホテル・大江戸温泉物語ますや・ゆさや旅館
【主 催】鳴子温泉観光協会 TEL:0229-83-3441
【共 催】鳴子温泉旅館組合
令和３年１２月２２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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◎「日本こけし館」冬季休業のお知らせ
【期 間】令和４年１月１日～３月３１日
【問合せ】日本こけし館 TEL:0229-83-3600(12/31 まで )
◎スキー場情報 ※積雪状況や天候等の事情により変更にがある場合がございます。
◆
「オニコウベスキー場」※積雪状況によりオープンが順延しております。
【営業期間】令和３年１２月１７日（金）～令和４年３月２１日（月）
平日…９時００分～１６時３０分
土・日・祝日…８時３０分～１６時３０分
ナイター営業（第３リフト）…１２月２５日～２月１９日までの期間の
土曜日と１月２日・３日・９日、２月１１日
ナイター営業時間…１６時００分～２０時４５分
【問合せ】オニコウベスキー場 TEL:0229-86-2111
◆
「上野々スキー場」
【営業期間】令和３年１２月２５日（土）～予定
毎月第３日曜日は小学生以下リフト券１,０００円
【問合せ】 TEL:0229-83-3650
◎年末年始臨時休館のお知らせ - 岩出山地区 ◆「感覚ミュージアム」
【休館日】１２月２９日（水）～１月３日（月）（定休日：月曜日）
【問合せ】感覚ミュージアム TEL:0229-72-5588
◆「旧有備館庭園」
【休館日】１２月２９日（水）～１月３日（月）（定休日：月曜日）
【問合せ】旧有備館 TEL:0229-72-1344
◎鳴子温泉駅前イルミネーション
毎年好評の「鳴子温泉駅前イルミネーション」が始まりました。冬にお
泊りいただいたお客様への写真スポットとして、
ＬＥＤ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】令和４年３月３１日（木）まで
【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
【問合せ】鳴子温泉観光協会 TEL0229-83-3441
令和３年１２月２２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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◎快速湯けむり号・風っこストーブ湯けむり号

運行カレンダー

「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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◎親子で楽しむ

スノーシューと雪遊び体験会

オニコウベスキー場で手軽にスノーシュー体験をしてみませんか？体験の
後は「たからさがし」
＆雪遊びが楽しめます。皆さまのご参加お待ちしてお
ります。詳しくは申込先まで。
【日程】令和４年１月２２日（土）
①１０時～②１３時～≪要予約≫
【料金】２,０００円（大人・小人同額）
※スノーシューレンタル料金含む
【内容】スノーシュー体験・たからさがし・雪遊び・ドリンク券付き
〇定員各１６名（最少催行人員１名） 〇食事 / なし、
〇添乗員なし・現地係員あり 〇対象 /８歳～（大人だけの参加もＯＫ）
防寒具など寒くない服装でご参加下さい。
【場所】オニコウベスキー場
【企画・申込先】みやぎ大崎観光公社 TEL:0229-25-9620
◎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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