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温泉大学温泉大学

申込み ・ お問い合わせ　 申込み ・ お問い合わせ　 

■ えふえむ花巻
■ 悠の湯 風の季
■ えふえむ花巻
■ 悠の湯 風の季

TEL：0198-21-1777TEL：0198-21-1777

TEL：0198-38-1125TEL：0198-38-1125

11/9土
開会11:00 会場 花巻南温泉峡

2019

風の季 風の季 
※事前の申し込みが必要です※事前の申し込みが必要です

かぜ　　　　     ときかぜ　　　　     とき

 〒025-0244 花巻市湯口松原 36-3
 http://www.kazenotoki.jp/
 〒025-0244 花巻市湯口松原 36-3
 http://www.kazenotoki.jp/
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FAX：0198-38-1126
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花巻南温泉峡 松倉温泉 悠の湯 風の季花巻南温泉峡 松倉温泉 悠の湯 風の季
開催場所　開催場所　

温泉の定義
 
地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス
（炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。）で、
次に掲げる温度または物質を有するものをいう（第 2条第 1項）。 
1. 泉源における水温が摂氏 25度以上（摂氏 25度未満のものは、
　冷泉または鉱泉と呼ぶ事がある）。 
2. 以下の成分のうち、いずれか 1つ以上のものを含む。 
 
　成分 1kg 当たりの含有量の下限値
　溶存物質（ガス性のものを除く。） 総量 1000mg
　遊離炭酸 （CO2） 250mg
　リチウムイオン （Li+） 1mg
　ストロンチウムイオン （Sr++） 10mg
　バリウムイオン （Ba++） 5mg
　フェロ又はフェリイオン （Fe++、Fe+++） 10mg
　第一マンガンイオン （Mn++） 10mg
　水素イオン （H+） 1mg
　臭素イオン （Br-） 5mg
　沃素イオン （I-） 1mg
　フッ素イオン （F-） 2mg
　ヒ酸水素イオン （HAsO4--） 1.3mg
　メタ亜ひ酸 （HAsO2） 1mg
　総硫黄 （S）[HS-、S2O3--、H2S に対応するもの ] 1mg
　メタホウ酸 （HBO2） 5mg
　メタけい酸 （H2SiO3） 50mg
　重炭酸ソーダ （NaHCO3） 340mg
　ラドン （Rn） 20×10-10Ci
　ラジウム塩 （Ra として） 1×10-8mg
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　　受付    10:45
　　ミニ講座    11:00 ～ 11:30
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バス送迎 バス送迎 

行き なはんプラザ 10:15
お帰り 風の季   15:00
行き なはんプラザ 10:15
お帰り 風の季   15:00

迎え 10:15 
  花巻駅前 なはんプラザ正面玄関前 発
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講座レジュメ講座レジュメ
「温泉を正しく知ろう」
　 － 源泉かけ流し
　 － 泉質と効能
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※ホームページの情報コーナーにも「温泉大学」の情報を掲載しています。
　チェックしてくださいね！
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