
宮城オルレ
～大崎・鳴子温泉コース～

鳴子峡から温泉街へと進む
コース。手湯と足湯が満喫で
きるのも温泉地ならでは。

P.018

鳴子温泉
5か所の温泉地からなり、多
彩な泉質が魅力。個性豊かな
湯めぐりを楽しもう。

P.151

鳴子峡
東北有数の紅葉名所。大渓谷
が鮮やかに色づく姿を展望
台や遊歩道から眺められる。
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自然 鳴子峡
新緑と紅葉の名所

　鳴子峡は、地盤の隆起運動と、大谷川の浸食で刻まれた深さ約100mの大峡谷。景勝の
地として、宮城県の名勝となっている。近くには、大深沢遊歩道（2.2km）が整備されている。
10月下旬から11月上旬の紅葉は特に見事だ。
P中山平入口253台 交175P参照 ☎0229-83-3441（鳴子観光・旅館案内センター）

MAP P.142
大崎市

　日本刀の源流が東北にあったことを伝
える美術館。かつて奥州では多くの刀鍛
冶が活躍していたことを、日本刀の展示と
ともに紹介している。日本刀を表面の美し
さだけでなく、その歴史を知ることで、さらに
おもしろみが増す。
9～17時（12～2月は10～16時） 休無休 

料 500円 P 7台 近隣に無料駐車場あり 
交 175P参照 ☎ 0229-29-9833

●中鉢美術館

歴史・文化 伊達政宗の歴史の町・岩出山
420年以上前の
歴史を伝える

　1591年、豊臣秀吉の命令によ
り伊達政宗公が米沢から岩出山
へと移り、仙台に築城するまでの
12年間を過ごした。城山公園に
立つ伊達政宗公の平和像が城
下町を見下ろし、濠に沿った道は
内川「学問の道」となっている。
交175P参照 ☎0229-72-1215（大崎
市岩出山総合支所）

●伊達政宗公の城下町

　岩出山伊達家の隠居所・下屋敷・家
臣子弟を教育する学問所として使用され
た建物。廻遊式池泉庭園や樹齢300年
になる古木も見事。
9～17時 休月曜休（祝日の場合は翌日休） 

料大人350円、高校生260円、小･中学生180
円 交175P参照 ☎0229-72-1344

●国指定 史跡･名勝
　旧有備館および庭園

MAP P.142
大崎市

　京都上洛の武者行列を再現した「政宗
公まつり」で実際に騎馬武将が着用して
いる甲冑を試着。重量感のある伊達武将
隊に変身できる。子ども用の伊達政宗の
鎧も着用することができる。
9～17時 料有料。要予約 ☎0229-73-1850

（竹工芸館）

●伊達武者変身体験
MAP P.142

大崎市レジャー・ショッピング 鳴子ダム見学ツアー
直下から鳴子ダムを見学
　普段は立ち入ることのできない区域に入り、ダ
ム直下から鳴子ダムを見学するツアー。参加者
には「ダムカード」などが配布されることもあり、日
程によってはツアーが満員になることも。
※2020年は5月と10月に開催予定（要問合せ）
☎ 0229-25-9620（みやぎ大崎観光公社）

レジャー・ショッピング あ・ら・伊達な道の駅
地元食材満載のランチバイキング
　全国でも屈指の集客力を誇る道の駅。レスト
ランは数種類のカレーや地元の食材をたっぷり
使った惣菜が食べ放題のバイキング形式。周辺
の観光情報はもちろん、新鮮野菜やみやげ選び
もおまかせ。
8時45分～18時（施設により異なる） 休無休 交175P

参照 ☎0229-73-2236

MAP P.142
大崎市

自然 潟
かた

沼
ぬま

　鳴子温泉の中心部から、南の山あい
へ車で10分。1200年前頃にできたと
推測されるカルデラ湖で、晴れた日には、
太陽の位置や天気などによってエメラル
ドグリーンなどに水の色が変化する。湖
畔の潟沼レストハウスでは食事や貸しボ
ートも楽しめる。
★レストハウスは4～11月営業 9～16時 
休不定休 P 30台 交 175P参照 ☎ 0229-
83-3441（鳴子観光・旅館案内センター）

太陽の光で
美しく水の色が変化する

　親子や友達と、あるいはひとりでも楽しめ
るのがスタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）。豊
かな鳴子の自然を身近に楽しむにはピッタリ！ 
★5月～11月初旬（毎週日曜、毎月第２・第４土曜。
祝日は要問合せ）。催行最少人数２名～最大催行
人数20名まで。予約制。準備する物等は要問合せ 
料初回4500円、2回目以降2500円 ☎070-2018-
1000（鳴子アーススポーツプロジェクト）。
★http://www.nes-p.com

●潟沼でSUP体験

MAP P.142
大崎市

自然 地獄谷遊歩道
温泉が自噴する峡谷

MAP P.142
大崎市

　歩道わきの大小さまざまの間歇泉が湯煙を吹
き上げる地獄谷。それぞれ間歇泉に名前がつい
ている。やけどに注意。冬季通行不可。
交175P参照 ☎0229-86-2288（鳴子温泉ブルワリー）

MAP P.142
大崎市自然 間

かん

歇
けつ

泉
せん

ダイナミックな自然現象
　「弁天」の名の間歇泉が、約15分ごとに高さ
約15ｍもの熱湯を噴き上げる。高さ約2ｍの「雲
竜」もある。また、場内で温泉卵作り体験ができる
ので、チャレンジしてみよう。
9～16時30分（3月中旬～4月下旬・10～15時） 

休水曜休（ゴールデンウイーク、夏休み、紅葉期間を除く、
時季により木曜休あり。詳細は要問い合わせ）、12～3月
休業 料500円 交175P参照 ☎0229-86-2233 
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歴史・文化 感覚ミュージアム
五感で楽しむ体験型美術館
　人間の五感をテ－マにした日本初のミュージ
アム。見る、聞く、触れる、嗅ぐなど、感覚を意識
することのできる展示が満載。
9時30分～17時（入館は～16時30分） 休月曜休（祝

日の場合は翌日休） 料入館600円 P 50台 交175P参照 
☎ 0229-72-5588

MAP P.142
大崎市

MAP P.142
大崎市

自然 リゾートパークオニコウベ
高原リゾートを満喫する！

　温泉とアウトドア両方が楽しめるレジャ－
スポット。パラグライダー、パターゴルフ、ア
クアチューブなどができる。冬はスキー場と
して営業。
★アウトドア体験は4月下旬～11月上旬。スキー
場は12～3月。要予約。施設により料金が異な
る 交 175P参照 ☎ 0229-86-2111（リゾートパ
ークオニコウベ。以下同じ）

　かぶと虫ふれあいの森（★7月中旬～8月中旬）、
鬼そば手打ち体験（★4月下旬～11月上旬。4名
様～。要予約）などのメニューが楽しめる。
☎0229-86-2111

●リゾ－トパ－クオニコウベの　
　まるごと自然体験

MAP P.142
大崎市

MAP P.142
大崎市レジャー・ショッピング 鳴子漆器蒔絵体験

鳴子漆器のマイストローを作ろう
　伝統工芸の鳴子漆器蒔絵体験では、竹を天
然漆で仕上げた竹製のストローに金粉で絵付けを
する「ストローコース」のほか、「お箸コース」「お皿
コース」から選べる。中山平温泉にある佐藤漆工
房「ギャラリー漆木舎」で開催。
★3日前まで要予約 休不定休 料 1名5000円（昼食代
含） 交 175P参照 ☎ 0229-25-9620（みやぎ大崎観
光公社）

歴史・文化 日本こけし館
こけしの絵付け体験もできる

MAP P.142
大崎市

　鳴子公園内にある日本こけし館では、約5000本の伝統こけしを展示。こけし研究家の深沢
要氏や故・高松宮殿下のコレクションなどが並ぶ。工人の製作実演や絵付け体験（1100円）
コーナーもある。
4～11月の8時30分～17時（12月は9～16時） 休1～3月休 料入館400円 P 50台 交175P参照 

☎0229-83-3600

レジャー・ショッピング スノー温泉トレッキング
温泉の滝壺へ豪快にダイブ！
　鳴子温泉の鬼首地区は、今も自然のままに自噴する
温泉がさまざまな形であふれている。そんなエリアをウェ
ットスーツで、冬期にトレッキングするという新たなアクテ
ィビティ。温泉を流れる渓流を探索、そして最後は温か
な温泉の滝壺へのダイブと、冬の温泉を満喫できる。
13時～(所要時間約2時間30分、開催日は要問合せ)。
参加資格9歳以上の健康な男女、3日前までに要予約 
料1人8800円 ☎0229-25-9620（みやぎ大崎観光公社）

兄・頼朝の許しを得ずに廷尉に任ぜられた事
で兄の怒りをかい、平泉に逃れる途中で産まれ
た源義経の子が、鳴子に辿り着いて初めて啼き
声をあげたという伝説が残り、その伝説を記すよ
うに「啼子之碑」が建っている。

もの知リーズ
人から街へ、新発見、新体験 !

宮城
嗚子ダムは日本人のみの手による
日本初のアーチダム 鳴子ダムは、東北で初めてのアーチダ

ム。さらに、日本で初めて、日本人だけ
で造ったとして有名。それまで日本で
ダムを造る場合は、外国から技術者を
呼び、設計や工事をする際に様々な
指導を受けていた。それだけに鳴子ダ
ムの建設には、全国から優れた日本
人技術者を集めて、膨大な英文の技
術資料の翻訳から始まり、コンピュー
ターのなかった時代に、複雑を極める
ダムの構造計算も相当困難であった
ろうと推測される。

源
義
経
は
鳴
子
を
訪
れ
た
？

宮城もの知リーズ⑦

日本遺産“みちのくGOLD浪漫”
　日本で初めて“金”が産出されたのは
奈良時代の陸奥国。現在の宮城県や岩
手県を含む「みちのく」が生んだ“金”は
栄華の象徴や祈りの対象として、奈良・
東大寺の大仏や平泉・中尊寺金色堂を
彩りました。
　「みちのくGOLD浪漫－黄金の国ジパ
ング、産金はじまりの地をたどる－」が、
宮城県涌谷町・気仙沼市・南三陸町、岩手県陸前高田市・平
泉町の2市3町の申請により「日本遺産」を認定されました。
　みちのくには“金”にまつわる文化財が今の尚、数多く残っ
ています。

☎ 022-211-3683（文化財課保存活用班）

詳しくは
WEBへ

黄金山産金遺跡（涌谷町）

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bunkazai/michinokugold.html

2017年12月、国連食糧農業機関（FAO）の
世界農業遺産に認定された宮城県大崎地方
の水田農業地帯「大崎耕土」。国内では9地
域目で、東北からの認定は初めてとなる。

世界農業遺産に認定

☎ 0229-23-2281（大崎地域世界農業遺産推進協議会　
事務局：大崎市産業経済部世界農業遺産推進課）

大崎耕土

　2019年に白石城で「城泊」体験イベ
ントが開催された。座禅や日本舞踊体験
も組み込まれた。木造の城での開催は国
内初めて。2020年以降の開催は未定。

白石城で“城泊”

☎ 0224-22-1324（白石市総務部企画情報課）
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MAP P.142
大崎市温泉 すぱ鬼首の湯

大自然に囲まれた公衆浴場
　吹上高原にある日帰り温泉施設。タイル貼りと
レンガ造りの内風呂、木造りと岩造りの露天風呂
を備えている。雄大な山 を々眺めながらの入浴は
気分爽快だ。
★4月下旬～11月中旬 10～18時（GW、お盆期間は
8～20時） 休火曜休 料 520円、3歳～小学生260円 
P 30台 交175P参照 ☎0229-86-2493

　仙台藩の御殿湯も設けられた由緒ある
温泉。湯治場の風情を漂わせる宿などが
11軒ある。
〈泉質〉純重曹泉、含食塩芒硝重曹泉ほか。

●東鳴子温泉

　「奥州三名湯」の一つに数えられる、鳴子
温泉郷の中心地、鳴子温泉。鳴子温泉旅
館組合に参加する旅館の女将や女性スタッ
フが「女性委員会」としていろいろな活動をし
ている。2009年秋からは、食前酒としてオリ
ジナルの「おかみの梅酒」も開発した。
〈泉質〉単純泉、重曹泉、食塩泉、硫酸塩
泉、含鉄泉、硫黄泉、酸性泉、炭酸水素泉。

●鳴子温泉

　轟・吹上・宮沢など、点在する小さな温泉
の総称で6軒の宿がある。15ｍの熱湯を吹き
上げる間歇泉でも知られる。鬼首高原はアウ
トドアスポーツが楽しめ、温泉付きのペンション
もある。
〈泉質〉単純泉、食塩泉。

●鬼首温泉

　昔から「脚
かっ

気
け

川渡」といわれる1000年来
の湯治の里。9軒の宿がある。
〈泉質〉含重曹硫黄泉、含重曹芒硝硫黄
泉、単純泉ほか。

●川渡温泉

　大谷川のせせらぎに沿って湯が湧き出す。
鳴子随一の湯量を誇り、静かな山間に9軒
の宿がある。旧環境庁指定の国民保養温
泉地になっている。2010年には、こけしと
温泉卵を合体させたキャラクター「ゆころん」
が誕生した。
〈泉質〉含重曹芒硝硫黄泉、含重曹食塩硫
黄泉、単純泉ほか。

●中山平温泉

5つの温泉地で、11種類中9種類の泉質が楽しめる
温泉 鳴子温泉郷 MAP P.142

大崎市

　鳴子の５つの温泉に400本近くの源泉があり、豊富な湯量を誇るため多くが源泉かけ
流しの風呂となっている。日本の天然温泉には11種類の泉質があるといわれ、鳴子には
その内の9種類までが揃っており、温泉の一般的効能も多彩だ。東の横綱にふさわしい、
質量ともに豊富な温泉郷である。
交175P参照 ☎0229-83-3441（鳴子観光・旅館案内センター）

温泉 鳴子・早稲田桟敷湯
早稲田の学生が掘り当てた湯
　1948年（昭和23）、早大生が掘り当てた湯。
現在の建物は早大理工学部石山修武研究室の
設計で、光が差し込む浴室や中座敷など、斬新
で機能的。〈泉質〉含芒硝・食塩・硫黄泉。
9～21時30分（入館は～1時） 休無休 料入浴550円 

交175P参照 ☎0229-83-4751

MAP P.142
大崎市

温泉 公衆浴場しんとろの湯
美肌の湯を楽しむ
　温度の高い源泉を長い樋を通して温度を下げ、
源泉100％かけ流しを実現。〈泉質〉含重曹・
食塩・硫黄泉。
9～21時30分（入館は～21時） 休無休 料入浴440円 

P 40台 交 175P参照 ☎ 0229-87-1126

MAP P.142
大崎市温泉 滝の湯

鳴子温泉のシンボル
　浴槽と内装が青森ヒバ造り。1636年（寛永
13）に建てられ改修を重ねたが、浴室内部の様
式は当時とほとんど変わらない。〈泉質〉酸性含
明礬・緑礬　芒硝硫化水素泉。
7時30分～22時（入館は～21時30分） 休無休 

料入浴200円 交 175P参照 ☎ 080-9633-7930（滝
の湯番台）

MAP P.142
大崎市
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▶中山平温泉
▶公衆浴場しんとろの湯

▶鳴子温泉
▶滝の湯
▶鳴子・早稲田桟敷湯

▶鬼首温泉
▶すぱ鬼首の湯

東鳴子温泉
川渡温泉

鳴子温泉郷マップ

P151配置マップ
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