
《　ご協賛いただいた皆様　》　※50音順・敬称略

深緑の鳴子峡で
ご当地グルメの祭
典！

2019.6.15sat16sun （10：30～15：00）
鳴子峡レストハウス特設会場（駐車場無料）
※荒天時は中止。

詳しくはWebで！ http://oosakirakuyuukai.web.fc2.com/index.html

食でつながる海と山 青葉と口福 湯の香り

宝の都おおさき、いただきま～す。
くに

アオキ株式会社 株式会社サトー商会 東鳴子温泉観光協会
（有）アクア・エコライフ (有)三本木衛生興業 東鳴子温泉旅館組合
（協）アクアネット (株)ジェイネックス 東日本旅客鉄道(株)鳴子温泉駅
㈱アクティオ シマダヤ東北(株) 東日本旅客鉄道(株)古川駅
あぐりーんみやぎ ジャパンサイクル㈱ （株）美研
（株）アプト 就労継続支援B型事業所　かなん (株)美装社
荒雄川神社 （有）旬味酒菜　中鉢 ファミリーマート鳴子大口店
（株）アルプスビジネスクリエーション （株）菅原工務店 (株)フジクリーンテクノサービス
株式会社池月道の駅 菅原魚店 (有)富士ケミカル
いすゞ自動車東北(株)宮城支社大崎支店 ㈱住まい工房アイム 藤島旅館
(株)一の蔵 仙新設備工業㈱ ㈲フジシン
宇佐八幡神社 （株）仙北製材所 (株)富士精密
(有)宇髙興業 (株)仙北設備 古川エヌ・デー・ケー（株）
越後屋旅館 曹洞宗瀧澤山祥雲寺 古川カヤバ管材(株)
ENEOS東鳴子SS遠藤油店 （株）大昇物流 古川信用組合本店
㈱エネサンス東北　古川支店 （有）泰成社 （株）古川土地
（株）エムジェイ (有)ダイヤファーム （株）古川ポンプ製作所
株式会社遠藤店 (株)大洋モーター 紅せん旅館
遠藤豆腐店 高橋食品ストアー ベンリー宮城古川店
(有)大崎環境保全 竹野酒店 （株）北都開発
大崎市 玉造荘 株式会社星栄商店
㈱大崎防災 ㈲千田清掃 ㈱松倉
おおさき未来エネルギー(株) 中鉢葬儀社・セレモニー鳴子 （株）マツモト
おおさき楽友会 電源開発株式会社 まもちゃん農場
有限会社おじまや トゥーホームサービス（有） 有限会社マルカ鈴将商店
株式会社オニコウベ (有)東大清掃センター (株)マルキ
オフィスあさや (株)東北イノアック (有)マルテツ
温泉石神社 東北銀行 マルテツ工業株
加賀屋 東北電力(株)古川営業所 ミカド電装商事(株)
鎌田醤油株式会社 ドライブインおーとり （有）三塚タイヤ
川渡温泉親交会 中山平温泉観光協会 (有)皆川新聞店
川渡温泉観光協会 中山平温泉旅館組合 （一社）みやぎ大崎観光公社
川渡温泉旅館組合 鳴子温泉観光協会 みやぎ生活協同組合
川渡郵便局 鳴子温泉郷観光協会 みやま
（株）環境開発公社MCM 鳴子温泉旅館組合 （株）村田工務所
菅甚建設株式会社 鳴子温泉早稲田桟敷湯 ヤマセエレクトロニクス(株)
(株)北川 鳴子観光ホテル 湯浅テクニカ
（有）君鮨 鳴子ホテル 湯あみの宿ぬまくら
久田旅館 有限会社鳴子ホンダモーター 株式会社ユタカ産業
行政書士法人A.I.ファースト 鳴子まちづくり協議会 横江コンクリート（株）
(株)協和部品 株式会社ナルコモガミモータース (株)ラダック
玉泉堂 ㈱なるみ （株）リフレッシュかむろ
有限会社倉加屋 （株）西巻 旅館ゆさ
(株)コスギ盛岡 (株)ネクスコ・メンテナンス東北 YKK　AP（株）東北製造所
有限会社今野醸造 芭蕉庵 我妻建設（株）
今野石油 波多野事務所 和光物産株式会社
サステナジー(株) 馬場温泉旅館
(株)佐藤酸素 東興包装材料株式会社

Instagram投稿募集！ ＃鳴子菜の花フェス2019

フォトコンテスト開催中‼ ⇒

（株）アプト 遠藤豆腐店 加賀屋 (株)コスギ盛岡 (株)ジェイネックス (有)ダイヤファーム 高橋食品ストアー 竹野酒店 竹野商店

みやぎ生活協同組合

電源開発(株) ドライブインおーとり （一社）みやぎ大崎観光公社
西松建設（株）北日本支社

川渡温泉観光協会 川渡温泉旅館組合 シマダヤ東北(株)
中鉢葬儀社・セレモニー鳴子 鳴子温泉早稲田桟敷湯

【ステージイベント】
9:30開会
9:50古川高校吹奏楽部演奏
10:30 お囃子
10:50よさこい演舞
11:15 フラダンス・伝統踊り・中山平御神楽

12:25ベリーダンス・ジプシーダンス
13:00 粟野敏夫歌謡ショー
13:45 おおさき古城太鼓feat小原家太鼓
14:30 川渡七福神大黒舞+餅まき
15:00 閉会

11:55 ゆるキャラじゃんけん大会

大崎市
おおさき未来
エネルギー（株）

（株）東北イノアック

（有）千田清掃・ベンリー宮城古川店

chida

chida

アオキ(株) (協）アクアネット （株）ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｰｼｮﾝ （株）池月道の駅
いすゞ自動車東北(株)大崎支店 (有)宇髙興業 越後屋旅館 (株)エネサンス東北古川支店
（株）遠藤店 (有)大崎環境保全 (株)大崎防災 おおさき楽遊会 （株）オニコウベ オフィスあさや
鎌田醤油(株) （株）環境開発公社MCM 木戸建設(株) （有）君鮨 (有)今野醸造 （株）佐藤酸素
(株)サトー商会 (有)三本木衛生興業 菅甚建設（株） 仙新設備工業(株) 仙台トヨペット(株)古川店
曹洞宗瀧澤山祥雲寺 (株)大洋モーター （有）旬味酒菜中鉢 東興包装材料(株)
東北電力(株)古川電力ｾﾝﾀｰ・宮城県北営業所 ﾄｩｰﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ(有) 鳴子温泉観光協会
鳴子温泉郷観光協会 鳴子温泉旅館組合 鳴子観光ホテル 鳴子ホテル (有)鳴子ホンダモーター
(株)ネクスコ・メンテナンス東北 東日本高速道路(株)東北支社仙台管理事務所（NEXCO）
東日本旅客鉄道(株)古川駅 (株)美研 北部地方振興事務所 フォー・ユーシステム(株)
フジクリーン工業(株)東北支店 藤島旅館 (有)フジシン (株)富士精密 古川エヌ・デー・ケー(株)
古川信用組合本店 (株)古川ポンプ製作所 (株)北都開発 (株)星栄商店 (株)松倉
まもちゃん農場 (株)ミズダス (有)三塚タイヤ ヤマセエレクトロニクス(株) 湯浅テクニカ
湯あみの宿ぬまくら (株)ユタカ産業 横江コンクリート(株) (株)リフレッシュかむろ 旅館ゆさ
我妻建設(株) 和光物産(株)

（有）アクア・エコライフ あぐりーんみやぎ 荒雄川神社 宇佐八幡神社 ENEOS東鳴子SS遠藤油店

(株)大友電気 (有)おじまや 温泉石神社 蕪栗ぬまっこクラブ (有)鎌田工業 川渡郵便局 久田旅館 (株)協和部品

(有)倉加屋 今野石油 就労継続支援B型事業所かなん 菅原魚店 (株)住まい工房アイム （株）仙北製材所 (株)そうび

玉造荘 (有)東大清掃センター (株)東北銀行古川支店 中山平温泉観光協会 中山平温泉旅館組合 鳴子まちづくり協議会

(株)ナルコモガミモータース (株)なるみ (株)西巻 (株)パシフィック 芭蕉庵 波多野事務所 馬場温泉旅館

東鳴子温泉観光協会 東鳴子温泉旅館組合 (株)美装社 ファミリーマート鳴子大口店 (株)フジクリーンテクノサービス

(有)富士ケミカル 古川カヤバ管材(株) 紅せん旅館 （株）マツモト (株)マルキ ミカド電装商事(株) (有)皆川新聞店

みやま ラーメン弘ちゃん ＹＫＫ ＡＰ（株）東北製造所

（株）アプト 遠藤豆腐店 加賀屋 クリエイティブ・スタイル (株)コスギ盛岡 サステナジー(株) (有)泰成社 (有)ダイヤファーム

高橋食品ストアー 竹野酒店 浜名東日本(株) 古川第一施術院 みやぎ生活協同組合 (株)ラダック 渡辺パイプ大崎サービスセンター

鳴子ダム・すだれ放流（5/2～5/5のゴールデンウィーク期間中開催予定！！） ♡圧巻の放流を是非一度は見に来て下さいね♡
※同時開催：「鯉のぼり」のたきのぼり（4/26～5/6予定）

（株）アクティオ

裏面の案内図のスタンプポイントで、３つのスタンプを

ゲットしたら、抽選所へGO～！

（株）エムジェイＭＪ

平成31年4月23日現在

ジャパンサイクル（株）

http://www.yoitochi.com/index.html
http://www.furukawa-gas.co.jp/index.html
https://www.tohoku-inoac.co.jp/
https://www.aktio.co.jp/


※R47

鳴子・古川方面

川渡温泉駅

【仮設トイレ】5棟

羊の放牧

おおさき鳴子温泉♨

【川渡地区公民館】

【川渡小】

※橋下、通行注意！

【 階段 ↑↓ 】

ｽﾀﾝﾌﾟ③

【喫煙場所】

【ゴミ箱】

ふわふわマカプゥ♪

W.C

W.C

W.C

【車いす専用】

バイオ燃料ゴーカート

【仮設トイレ】1棟

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ
抽選所

11 12

「鳴子温泉ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
　　　　なる子ちゃん」
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【美味しいお店＆気になる展示-メイン会場-】

1． 食工房ﾏﾙﾄｳ【(有)ﾏﾙﾄｳ畜産】：お好み焼き・焼きそば・鶏唐揚・焼鳥・フランク・あんかけハット汁

2． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
3． 南三陸志津川　松野や：うに飯・あさり飯・ホタテ飯・漁師丼・かき丼・あんかけ丼

4． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
5． ライチカフェ：アイスクリーム

6． 春待ち屋：焼きもち

7． (有)鳥恵：チキンホルモン・大きな唐揚げ

8． 杏樹の森：焼きそば・タコ唐揚・玉コン・ポテト・フランク・揚げタイ焼き・かき氷・甘酒

9． ｻﾘｰｽﾞ・ｶﾌｪ（Surry's café）：クレープ・かき氷・ドリンク

10． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
11． アオイ☆プランニング：焼き鳥・焼きそば・フライドポテト・鶏唐・揚タコ・アメリカンドック・肉まん・かき氷

12． 南三陸リッチーING：ホタテ・カキ・つぶ貝串焼・海鮮焼きそば・たこ焼

13． 佐々木覚兵衛商店：プラモデル販売・ジュース販売

14． わくわく：ハンドメイドのバック・アクセサリー・帽子・アームカバー・洋服

15． 模型のタートル：模型の販売

16． アートフラワーさとう：パンフラワー（樹脂粘土の花・キノコ・多肉植物）手作り雑貨

17． キッチンなの花：ダムカレー

18． 川渡温泉菜菜の花畑を作る会：水ヨーヨー・他

19． おおさき楽友会・星栄商店：なるこちゃんこ鍋・他

20． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
21． 浜十三：ホタテ焼・海産物販売・ホタテ飯

22． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
23． がんばっぺ福島：フランク・豚串・焼鳥・牛串・かき氷・飲料

24． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
25． オトカフェ：ホットコーヒー・アイスコーヒー・ソフトドリンク・かき氷

26． おおさきさくら福祉会すずかけの里：焼き物・揚げ物・汁物・飲料水

27． チームのだや：マヨたこ・焼鳥・焼きそば・ポテト・他

28． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
29． シマダヤ東北㈱：うどん・焼きそばの屋台風販売

30． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
31． ぱん工房豆豆：パン・クッキー

32． 東北大学川渡ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ：菜種油を使ったポップコーンの販売

33． BBクレープ（石巻市）：クレープ・フライドポテト・たこ焼き・かき氷・唐揚げ

34． 東北電力(株)宮城県北営業所：暮らしエコPR・アンケート・手回し発電体験

35． 石巻祥心会かなん：バームクーヘン・菓子類

36． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
37． (株)東北イノアック：企業PR・リビング製品展示・即売

38． 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
39． 鬼首農林産物直売所（やまが旬の市）：野菜・しそ巻・ブルーベリージャム・こうじなんばん・漬物

40． 玉泉堂：鳴子まんじゅう・揚げまん・焼き菓子

41． 加藤木工芸：手作り木工品

42． スカイラーク・アワノ：美里町産の大葉を使ったドレッシング・ジェノベーゼ販売

43． みやぎ大崎観光公社大崎市観光物産センター土蔵：地酒販売・地場産品

44． コロコロ工房：手作りコースター

505152

・そば粉入り焼きそば・光るﾖｰﾖｰ

風船は「6歳以下限定」🎈

45．ＮＰＯ法人鬼首山学校：揚げたてしそ巻き

46．鳴子♨ﾈｯﾄﾜｰｸ：各種ＰＲ展示

47．大崎市・：大崎市の米『ささ結』ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝｿｰｼｱﾑ・ﾊﾞｲｵﾏｽ・世界遺産ＰＲ

48．大崎市土地改良区：内川の世界かんがい施設遺産登録ＰＲ展示

49．ＮＰＯ法人蕪栗ぬまっこクラブ：パネル展示・缶バッチ作り

50．東北電力(株)古川電力センター：ふわふわマカプゥ

51．こけしの絵付け：絵付け体験

52．エフエム仙台：フォーエバーグリーンプロジェクトＰＲ

「50」のブースでは「絵本の
読み聞かせ」もやってる
よ！

ｵﾑ焼きそば・ｼﾞｬﾝﾎﾞ焼鳥・ﾌﾗﾝｸ・仙台もつ煮

52

チューリップからあげ・手羽餃子

ﾌﾘﾏﾎﾟ

ﾝﾎﾟﾝ44． アバイン：タオル販売他

6． 倉加屋：各種飲み物販売

☆同時開催☆

『菜の花マルシェ』
川渡の街中でもイベ
ントやってま～す！

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1553230271/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5taXNha2kucmR5LmpwL2lsbHVzdC9qaW5idXR1L2t5dWVuL2JvcmEvc296YWl0ZXh0LzQwMS5odG0-/RS=%5EADBnxQRMlr8NAJkH0ftPdI0lL8yzxY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTc3Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FaRXpTbFIzcEQ2RzFQYzUtaVQ4Q2s0SjBITnh5OWN0S3FON2lObE9lRTloWUhFaVl4RS1FNGY4N00EcAM1N1cxNXB5czQ0R3U2S3F0NDRHXzZJR2U0NEdMNDRHYjQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0kEcG9zAzc3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp

