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きっぷ情報
※急行列車やSL列車にご乗車の場合、
別途料金が必要です。

きっぷ提示で割引や特典が
受けられます♪

秩父三社をめぐる 幸せを呼ぶ列車旅
No.01 / 2017.11 november
Letʼs Enjoy “CHICHITETSU”

詳しくは駅設置の専用パンフレットをご覧ください

秩父三社で御朱印の際に、秩父鉄道線内のきっぷを
提示してオリジナル木札ストラップをもらおう！
！

11/14
限定 !

開催期間 平成29年11月1日㊌〜平成30年2月28日㊌
※三峯神社は、11月1日㊌、12月1日㊎、1月1日㊊、2月1日㊍は除く
※秩父神社は、12月2日㊏、3日㊐は除く

発売当日限り有効
発売期間 11月14日㊋限定

「三峯神社昇殿正式参拝」参加者募集

発売金額 大人1,000円

今 し か 会 え ない 景 色 が あ り ま す

参加費

11月25日㊏ 事前予約40名様限定（最少催行人員25名）
秩父鉄道 秩父駅10：00＝専用バス＝三峯神社 昇殿正式参拝…
興雲閣（昼食）…自由散策…三峯神社14：00＝専用バス＝秩父駅15：00予定
3,000円
（昇殿正式参拝料・バス代・昼食代）

小児500円

秩父路遊々フリーきっぷ
●秩父鉄道全線1日乗り降り自由
発売当日限り有効

お申込み 10月25日㊌10：00〜WEB予約 ※定員に達し次第受付終了

発売期間 土曜・日曜・祝日
（通年）
・SL運転日
発売箇所 秩父鉄道 各駅
発売金額 大人1,440円
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ご利用の場合、普通乗車券のほか
に急行券（大人200円、小児100円）
が別途必要です。
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秩父鉄道全線において、Suica（スイカ）、PASMO
（パスモ）等のIC乗車券は
ご利用になれません。
あらかじめご了承ください。

きらりストーリー

逸見恭子さん（逸見織物）

発行

秩父鉄道株式会社 企画部

〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
について
SLパレオエクスプレスの
「パレ」、絵の具の
「パレット」。
沿線を彩る情報を発信したり、沿線をより彩ることができるよう想いを込めて。
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発売当日限り有効
発売期間 土曜・日曜・祝日
（通年）
・SL運転日
発売箇所 秩父鉄道 寄居駅
発売金額 大人1,030円

小児520円

乗車券に含まれるもの
▶寄居→長瀞までの往復乗車券
▶長瀞〜三峰口間のフリー乗車券

春日部
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ぶらり!秩父・長瀞おでかけきっぷ
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SLで行こう!

発売箇所 秩父鉄道 各駅

秩父駅から境内本殿付近まで専用バス送迎付で、
参拝後は自由散策もお楽しみいただけます。
行程

up!

●秩父鉄道全線1日乗り降り自由

●紅葉期間や冬休み期間等は特に混雑が予想されます。
御朱印にお時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお越しください。
●おひとり様につき1個までとなります。
（なくなり次第終了）

開催日

埼玉県民の日
フリーきっぷ

pick

ながとろ満喫きっぷ

●長瀞フリー区間（樋口〜上長瀞）乗り降り自由
発売日より2日間有効
発売期間 通年
発売箇所 秩父鉄道 寄居・御花畑駅
発売金額 大人890円

小児450円

乗車券に含まれるもの
寄居駅 ▶寄居→樋口までの往復乗車券
発売分 ▶樋口〜上長瀞間のフリー乗車券
御花畑駅 ▶御花畑→上長瀞までの往復乗車券
発売分 ▶上長瀞〜樋口間のフリー乗車券

048-523-3313（平日9:00〜17:00） http://www.chichibu-railway.co.jp

※平成29年10月15日現在の情報です。最新の情報をご確認のうえ、
お出かけください。
※PALETTE定期購読申込書へ記入いただいた個人情報は、担当者が厳重に管理し、
データ処理後、適切に破棄いたします。
なお、PALETTEの発送は委託先「三共印刷株式会社」
からの発送となります。発送後はデータを適切に破棄し、他者へ渡すことはございません。定期購読についてはP15をご覧ください。

秩 父 の秋 ︑
見つけ た

滝沢ダムを中心に︑中津峡か
ら 大血川渓 谷まで変 化に富ん
だ山の秋景色を楽しめる
﹁奥秩
父 大 滝 紅 葉 まつり ﹂︒ゆったり
とトレイルハイキングを 楽しめ
るほか︑郷土伝統芸能の披露や
特 産 品の販 売なども 行われて
いる︒
三峰 山 山 頂に鎮 座する三峯
神社は関東随一のパワースポッ
トとしても知られ︑社殿を彩る
見事な紅葉に心を奪われる︒

赤く色づいた山々を眺めて歩きたい

夜の紅葉をたのしむならココ！

奥秩父大滝 紅葉まつり
上長瀞駅徒歩５分とい
う 好 立 地にある ︑長 瀞 を
代 表 する 紅 葉 狩 りの 名
所︒夜は園内がライトアッ
プされて幻 想 的な空 間に
様 変わり ︒秋の 夜 長に 酔
いしれたい︒
近くを流れる荒川の両
岸には国の天然 記 念 物に
指 定 された 岩 畳・岩 壁 が
広 が り ︑秋 色に 染 まった
山 々とのコント ラストは
圧 巻 ︒長 瀞 ラインく だ り
で船からゆったりと 眺め
るのがおススメだ︒

a ut um n

02
三峰登竜狭（登竜橋）
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chichibu

●紅葉まつりメインイベント
（滝沢ダム） 10月29日㊐10:00〜15:00
郷土芸能披露、特産品販売、抽選会など
●秩父鉄道・西武鉄道共同開催 秩父トレイルハイキング
11月19日㊐当日受付
参加費：1,200円（バス代）
※ハイキングの詳細は11月ハイキングスケジュール（P13）をご覧ください。

10月20日 〜11月19日
（一社）長瀞町観光協会
0494-66-3311

三峯神社

奥秩父大滝紅葉まつり実行委員会
0494-55-0707

大滝

長瀞ラインくだりに
ついてくわしくはP12へ！

長瀞
ライトアップは11月11日 〜26日

au tu mn

11月上旬〜下旬

chichibu

月の石もみじ公園

ひんやりと冷たい風が頬を撫でるころ
色鮮やかな錦をいっぱいに広げたように
秩父の山は深紅に彩られます︒
渓流を見下ろせば︑
ひらりひらりと舞い落ちる楓︒
すこし静かになった森の中からは︑
冬仕度を始める︑小さな生き物たちの歩く音︒
さあ︑出掛けてみよう︒秋を探しに︒
今しか会えない︑景色があるから︒

金蔵落し

ちちてつ
マルシェはイベント盛りだくさん！

協賛店舗・施設は
このフラッグが
目印！

えきdeスタンプラリー

ハイキングdeマルシェ
①「ブラタモリ案内人と秩父断層をめぐる」
②「紅葉に染まる安谷橋〜SLを眺める〜」

S Lパ レ オ

「ちちてつマルシェ」詳細は、専用サイトまたは
秩父鉄道各駅設置専用パンフレットをご覧ください！
http://c58363.com/30th

エクスプレス

秩父市内約80箇所の各協賛店舗・施設
でもSL運行30周年を一緒にお祝い♪記
念メニューや商品が購入できたり、
きっぷ
の提示で特典があるところも！
トラゲットonステージ

ちちてつ
マルシェ

秩父のまちを
歩こう！

さんぽdeマルシェ

「絵本イラスト入りマルシェトートバッグ」
＆
「夢と
えがおをはこぶSLものがたり記念乗車券」
がもらえる

chichitetsu marche

※店舗、施設によって
内容は異なる。

11/4 sat.

地元高校生による演奏、
ギター、
ジャズ演奏

ジャズ演奏、絵本原画展、絵本読み聞かせ
秩父ははそたい焼きonステージ ギター、

よりみちスポット！

秩 父 のまちな か グ ル メ情 報 は 次 の ペ ージ へ ♪

※しおりイメージ なくなり次第終了

江戸中期・宝暦三年創業で店舗は国指定の登
録有形文化財。敷地内の井戸から汲む仕込み
水、武甲伏流水は「平成の名水百選」
に選定さ
れている。容器持参で持ち帰ることができるのも
嬉しい。予約すれば酒蔵見学も可能。
埼玉県秩父市宮側町21-27
0494-22-0046
8：00〜17：30
休 元旦
秩父駅から徒歩5分

埼玉県秩父市中町16-10
0494-22-3386
秩父駅から徒歩10分

秩父地方の総鎮守で、三峯神社・寳登山神社と
ともに秩父三社の一社。社殿は徳川家康公によ
る造営で、本殿・幣殿・拝殿が1つにまとめられた
権現造の形式。埼玉県の有形文化財に指定さ
れている。左甚五郎作「つなぎの龍」
などの見事
な彫刻は必見！
埼玉県秩父市番場町1-3
0494-22-0262
秩父駅から徒歩5分

秩父鉄道ＳＬパレオエクスプレス
運行 周年︑
まことにおめでとうご
ざいます︒
秩父鉄道株式会社様は︑秩父への

大 動 脈として地 域の発 展に寄 与さ

れ︑最近では︑幸せを呼ぶ
﹁秩父三社

学 習のメッカを 走る﹁ 秩 父ジオパー

トレイン﹂
や大 地の守 人を 育むジオ

人 気が高 く 秩 父 地 域の賑わいづく

クトレイン﹂
などのラッピング電車も

りに役立っていただいています︒

私も︑秩父を日本一しあわせなま
ちにするため︑多くの皆さまのご支
援をいただき︑市政伸展のため様々
な政策をおこなっております︒
緑 豊かな 自 然の潤いあふれる 秩
父路を︑汽笛を鳴らし走るＳＬは︑
私たちに元 気を 与えてくれるとと
もに ︑秩 父のロケーションにマッチ
し︑多くの写真愛好家にもその魅力

乗って、
めぐって、
食べて、
楽しんで

30

車内でお買い物を楽しめる特別臨時列車の運行や、地域の方によるおもてなしなど、
当日限りのイベントが盛りだくさん！ 秩父市内をおさんぽしながらマルシェを楽しもう♬

ＳＬ運行30周年記念
連載コラム

SLちちてつマルシェ号

-第8回-

秩父市長

久喜邦康さん

を発信しています︒
8 月には ︑秩 父 農工科 学 高 等 学
校フー ドデザイン科の生 徒 さんた
ちが監 修した﹁ポテくまくん弁 当 ﹂
を美味しくいただきながら走る﹁Ｓ
Ｌ ポテくま くんエクスプレス﹂
のイ
ベント列車も運行いただきました︒
秩父市イメージキャラクター﹁ポ
テくまくん﹂
は︑
ゆるキャラ グラン
プリに今年︑最後の挑戦として多く
の方々のインターネット投票をいた
だいており ︑現 在 ︑好 順 位で頑 張っ
ています︒
秩父鉄道ファンの皆さま︑
どうぞ
月 日 時まで毎 日 続いている
ゆるキャラ グランプリのインター
ネット投 票に﹁ポテくま くん﹂を 宜
しくお願いします！そして︑ＳＬパ
レオエクスプレスに乗って︑秩父へど
うぞ遊びにいらしてください︒

SL

11

パレ

オ

エク
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鉄道

秩父

でんしゃdeマルシェ

●車内でジャズ演奏（くだり熊谷→秩父駅間）
「豚みそ弁当」
「ポテくまくん弁当」数量限定販売
●車内で「わらじかつ弁当」
●特別ヘッドマーク掲出、客車案内板掲出
●特別乗車記念証をプレゼント ※なくなり次第終了
みんなでSLパレオに向かって手旗を振ろう！！
手旗は、秩父鉄道各駅や協賛店舗、施設等で配布。
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周年の秩父鉄道！

龍神の棲家と言われる、樹齢1,000年以上の
「龍
神木」
は埼玉県指定天然記念物で、県内でも最
大級の大きさを誇りその迫力に圧倒される。
「平
成の名水百選」
に選定された武甲伏流水が湧き
出る
「龍神池」
や
「龍神の滝」
もパワースポットと
して注目されている。

今年度でなんと︑
ＳＬ運行

「ぼくはSLパレオエクスプレス」
イラスト入りオリジナル
しおりプレゼント

地元を挙げて︑来て下さる方々をおもてなしします！

© クリハラマリ

美味しいもの︑思わず手にとりたくなるもの︑

秩父駅〜三峰口駅
沿線の協賛店舗、
施設、駅など
指定箇所で絵本
で開催！

じっくり眺めていたいもの︑

秩父神社

秩父にはそんな素敵な﹁モノ・コト﹂がいっぱい！

武甲酒造

お散歩しながらぜひ︑まちめぐりを楽しんでみて︒

秩父今宮神社

SL運行30周年・
御花畑駅＆影森駅開業100周年記念

えきdeマルシェ

車内でお買い物ができる特別臨時列車！

（くだり秩父〜三峰口間）
（7800系車両1編成）

〈車内販売〉
●ジャム、
グラス・絵画などの工芸品、秩父の特産品・土産物
〈車内イベント〉
●絵本「ぼくはSLパレオエクスプレス」読み聞かせ
●特別ヘッドマーク掲出、特別乗車記念証プレゼント
●三峰口駅停車中、休憩スペースとして車内開放

地域の方によるたくさんのおもてなし♪

秩父駅 お茶会、秩父銘仙の展示

御花畑駅 参加型アート
「お花で飾ろう」好きな色の花でパネルを飾って記念撮影♪

浦山口駅 お茶請けサービス

道の駅あらかわ お茶請けサービス

武州中川〜武州日野駅間の安谷橋遊歩道 そばがき、
たらし焼き、
お茶などのサービス★秩父鉄道の社員による写真レクチャー

COLUMN

三峰口駅 ・ひだまり広場（田舎料理サービス、野菜・手芸品販売）
・贄川宿かかしサロン
（かかしの里の見学、
シュロの葉でカゴづくり、
クラフトテープでフクロウ人形づくり）
★
「宿場町『贄川宿』
のかかしの里を訪ねる」受付11：00、13：00の2回
・白久串人形の上演
・土産物、特産品、作家作品の販売
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食べ歩きに最適！甘〜い秋の味覚

秩父まちなか

厳選した上質なコーヒーを堪能

お い し い も の 図 鑑

秩父のまちなかをふらりと歩けば、おいしい出会いが待っている！

クレープ

（生クリーム・チョコソース・バナナ＋ジェラート）

好相性の辛み×酒で旅の疲れも吹き飛ぶ

¥550（税込）

秩父サンド
¥530（税込）

エル・インヘルト農園 パンドラ
2016プライベートオークション
¥1,280（税込）

秩父神社のすぐ隣にあり、参拝後
に立ち寄りたい店。
ジェラートやク
レープを楽しめるカフェとして、
２
年前にオープンした。埼玉県産の
牛乳や秩父の果物、酒を使った自
家製ジェラートは、
なめらかでスッ
キリした甘さが特徴。地元野菜の
しゃくし菜漬、
肉味噌入りの秩父サ
ンドは旨みと塩辛さが絶妙。
合わせて食べたい一品だ。
SUN DOLCE galato & cafe
埼玉県秩父市番場町4-8
0494-26-5885
11:00〜18:00
休 水曜、
第3木曜
秩父駅から徒歩4分

ジェラートシングル¥320（税込）
秩父のウィスキー、
イチ
ローズモルトのジェラートは
+100円
（税込）

1.韓国の代表的な料理チー
ズタッカルビ¥2,550（税込）
は2
〜3人前 ２.甘辛さが絶妙な
ヤンニョンチキン¥680（ 税込）
３.甘すぎないので男性にも
人気のバナナキャラメルマキ
アートピンス¥890（税込）

コーヒー豆生産国で開かれるコン
テストで入賞した豆のみを取り扱
うスペシャルティコーヒー店。豆の
個性に合わせて焙煎したものを、
コーヒープレスで提供。
「ドリップ
では味わえない、豆本来の風味を
感じることができます」
と店長の松
本さん。店 内から橋 立 堂やジオ
パークの壮大な岩壁を望むことが
できるのも嬉しい。

2.

女性に人気のカフェ
「WATAGE」
の姉妹店が今
年9月にオープン。大人の男性も楽しめるスタイ
リッシュなダイニングバルで、地物野菜を使っ
1.
た韓国料理をベースにクラフトビールや地酒
（イチローズを数多く）
を提供。
ピリリと辛いオリ
ジナル韓国ソースを使った唐揚げやチーズタッ
カルビは思わずお酒がすすむ品。
ふわふわ新食
感のかき氷もぜひお試しを。
Dandelion
埼玉県秩父市宮側町13-14
0494-26-7446
17:00〜24:00
休 月曜
秩父駅から徒歩2分

3.

思い思いにリラックスできる空間が広がる

JURINʼs GEO
埼玉県秩父市上影森673-1
0494-25-5511
10:00〜17:00（LO）
休 水曜※祝日の場合営業
浦山口駅から徒歩10分

本誌を受付にご提示ください

ご宿泊のお客様に

ハウスワイン
１杯つき
2017年
11月末まで有効

1.
1.おにぎりが食べ進む小鉢が
充実の望月膳¥1,400（税込）
２.マリアージュ フレールの茶
葉の種類が豊富 ３.缶や茶
器の並びのかわいさにも癒さ
れる店内。茶葉のテイクアウト
もできる

2.

07

3.

月に一度、火曜は「お茶の日」
となり紅茶・コーヒーがワンコ
イン。詳細はfacebookで

情緒溢れる番場通りに面し、
レトロな二つの建
物から成るカフェ。
「時をわすれゆったりしても
らうのがテーマ」
とどちらも靴を脱いで上がるス
タイルで、豊富な種類の茶葉から自分好みの葉
をチョイスすることができる。
自然食にこだわっ
た料理は、
しゃくし菜をはじめとした地元食材も
多く使われ、優しい味にお腹も心も満たされる。
空＆閑
埼玉県秩父市番場町15-5
0494-25-1308
10:30〜18:00
休 火曜、
水曜
御花畑駅から徒歩5分

06

09

08

秩父鉄道沿線event information
第19回「金子 兜太先生が選ぶ秩父鉄道の俳句」

2017.11

2017.11

november

第24回ちちぶ荒川新そばまつり

秩父鉄道及び沿線風景などをテーマとし、作
品を募集中。入選作品は秩父鉄道の列車内に
展示予定です。

ふるさとの祭典市

開催日時 11月12日㊐ 9:00〜15:00

主催：秩父鉄道整備促進協議会

秩父鉄道整備促進協議会へ郵送

寄居町市街地通り商店街
交通
寄居駅から徒歩5分
お問合せ ふるさとの祭典市実行委員会事務局
048-581-2161

秩父鉄道整備促進協議会事務局
048-524-1111（内線228）

世界キャラクターさみっとin羽生

応募方法 秩父鉄道各駅窓口へ持参または
お問合せ 熊谷市総合政策部企画課内

宗像神社の例大祭である寄居秋祭は、江戸時
代から続く歴史あるお祭りです。華やかな七台
の山車が町内を曳きまわされます。
11月4日㊏、5日㊐
寄居町市街地通り
交通
寄居駅から徒歩5分
お問合せ 寄居秋まつり実行委員会
048-581-3012
開催日
会場

第４回皆野横丁
皆野町内の商店が皆野駅前に大集合し、飲み
歩き・食べ歩き・買い歩きが楽しめるイベントで
す。
開催日時 11月5日㊐ 15：00〜20：00

皆野駅前
皆野駅からすぐ
お問合せ 皆野横丁実行委員会
0494-62-1311
会場
交通

秩父夜祭

イメージ

秩父夜祭のクライマックスともいえる屋台・笠鉾の団子坂曳き上げを
存分にお楽しみ頂ける観覧席券（座席指定・ベンチシート）
を発売いたします。
ぜひこの機会に
「秩父夜祭」
へお出かけください。

開催日時 11月19日㊐ 10:00〜15:00

※屋台・笠鉾を見るための観覧席です。席の要望はお受けできません。打ち上げ花火は席により
見えない場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

会場

観覧席
設置日時

去年の様子

全国、海外から約400のキャラクターが大集合
します。秩父鉄道からはパレオくんが11月25日
に参加予定です。

秩父市歴史
文化伝承館

開催日時 11月25日㊏、
26日㊐ 9:00〜15:30

羽生水郷公園
羽生駅下車西口から臨時バス利用
お問合せ 世界キャラクターさみっと
in羽生実行委員会
048-560-3119
11月3日㊎㊗〜26日㊐
『世界キャラクターさみっとin羽生』7500系
1編成・ヘッドマーク掲出
会場

この秋も、SLのイベント情報は楽しさもりだくさん♪

♦車内で
「SL運行30周年記念 美山50 秩父錦」
の試飲＆販売
♦特別ヘッドマーク掲出
♦特別乗車記念証をプレゼント
※なくなり次第終了

check：当日皆野駅で下車すると
「第4回皆野
横丁」
でもお酒が楽しめます♪

ＳL立正大学熊谷キャンパス50周年記念号
11月12日㊐

♦特別ヘッドマーク掲出
♦ご乗車の方には特別乗車記念証 ※なくなり次第終了
♦車内でポテくまくん弁当販売 ※なくなり次第終了
熊谷駅にパレオくん・パレナちゃんが登場！
（9：50〜10：10頃予定）

♦出発式の開催（熊谷駅9：50〜10：10頃予定）
歴史ナビゲーター「長谷川ヨシテル」が一日駅長として登場！
♦特別ヘッドマーク掲出
♦特別乗車記念証をプレゼント ※なくなり次第終了

ＳＬパレオdeフレンチランチ〜マチエール〜
11月18日㊏

ＳＬいい風呂の日号
11月26日㊐

♦ご乗車の方に
「木札ストラップ」
プレゼント
※なくなり次第終了

♦立正大学考案の
「すみれ食堂」
コラボ弁当、
「権田酒造」
コラボ日本酒の販売
※売切れ次第終了

♦特別ヘッドマーク掲出
♦特別乗車記念証をプレゼント
※なくなり次第終了

主催：立正大学、秩父鉄道
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ＳＬうどんサミット号
11月19日㊐

イメージ

食事提供：Restaurant MATIERE
（くだり熊谷駅-三峰口駅間）
♦予約者限定イベント
SL客車一部ボックス席仮設テーブルでフレンチランチ
〈予約方法：10月18日㊌〜WEB予約 ※定員に達し次第終了〉
♦特別ヘッドマーク掲出

主催：全国ご当地うどんサミットin熊谷実行委員会

♦車内じゃんけん大会（くだり熊谷-秩父間）
景品として湯楽の里ネーム入りタオル+
入館招待券プレゼント！ ※なくなり次第終了
♦車内でコラボ記念特別セット招待券（入館
招待券+岩盤浴招待券）
を1,000円で販売、
秩父鉄道オリジナルクリアファイル付
♦特別ヘッドマーク掲出
♦特別乗車記念証をプレゼント ※なくなり次第終了
熊谷温泉 湯楽の里にて
乗車記念証の
提示で入館料500円
（2018年2月28日まで）
主催：熊谷温泉 湯楽の里

観覧席券
発売箇所・価格

屋台観覧席

団子坂
御神幸行列
屋台・笠鉾曳き上げ

御花畑駅

秩父夜祭記念乗車券

12月3日㊐

17:00〜22:30頃

※3歳以上から有料です。座席を必要としない乳児は無料です。

11月1日㊌10:00から
（ は11月19日㊐24:00まで）
※各所販売割当が無くなり次第、終了です。

ＷＥＢ限定・ちちてつe-shop
（http://www.chichitetsu.jp/）
6,000円／内容：観覧席のみ
電話申込み・秩父観光ツアーセンター
048-525-3701
①大人・小人 14,800円
「秩父夜祭〜祭りのど真ん中に乗り入れる唯一のバス」
セット内容：観覧席＋往復バス代
②大人・小人 8,800円
セット内容：往復バス代のみ
（観覧席なし）
※バス発着場所は大宮・上尾・桶川・熊谷
※15名様以上の団体でのご利用の場合は、秩父観光ツアー
センターへお電話で直接お申込みください。

（おかえり用バス）東京かえるライナー

発売期間 11月中旬〜12月31日㊐
発売箇所 羽生、
熊谷、武川、寄居、長瀞、皆野、秩父、

御花畑、三峰口の各駅窓口、
ちちてつe-shop

ＳＬ埼玉県民の日号
11月14日㊋

観覧席券
発売開始日時

秩父市役所

交通

予告

SL運行30周年記念 美山50 秩父錦号
11月5日㊐

年に一度、逢瀬を楽しむ祭りと言わ
れている。大勢の町衆が山車を団
子坂に曳き上げ、大輪の花火と共
にクライマックスを迎える様子は迫
力満点。冬の寒さも吹き飛ばす、熱
い師走の始まりだ。

秩父夜祭「屋台観覧席」販売

10月下旬に収穫された秩父の新そばをお楽し
み頂けます。
ざるそば（1人前500円）
の販売や、
小昼飯などの地元料理や特産品販売、秩父郷
土芸能の披露等が予定されています。
秩父市荒川 そば処「ちちぶ花見の里」
交通
武州中川駅から徒歩20分または
無料送迎バス運行
お問合せ 荒川そばの里づくり連絡協議会
（荒川商工会内）土日祝をのぞく
0494-54-1059
★急行列車臨時停車のご案内
【くだり】羽生発8：18→熊谷発8：38→寄居発
9：03→御花畑発9：37→武州中川着（臨時停
車）9：46
【のぼり】武州中川発（臨時停車）15：27→御花
畑発15：37→寄居発16：18→熊谷発16：40→
羽生着16：58
11月3日㊎㊗〜19日㊐
『第24回ちちぶ荒川新そばまつり』6000系
1編成・ヘッドマーク掲出

12月2日㊏（宵宮）
・3日㊐（大祭）

秩父の冬の風物詩といえば「秩父
夜祭」。
「ホーリャイ、ホーリャイ」
と
お囃子に合わせ、絢爛豪華な六台
の笠鉾と屋台が町を練り歩く。
日本
三大曳山祭の一つで、300有余年の
歴史をもつこの行事は、秩父神社
の女神様と武甲山の男神龍神様が

会場

募集期間 募集中〜12月8日㊎

寄居秋まつり

ユネスコ無形文化遺産登録
国指定重要民俗文化財
日本三大曳山祭

楽しいイベントや美味しいグルメが一堂に集ま
ります。

秩父鉄道event information

november

発売価格 860円

（熊谷↔秩父860円：大人片道）

最後まで秩父夜祭を楽しんだ後は、全席指定の東京かえるライナーで
ゆったりお帰りがおすすめです。
＜秩父駅23:00出発＞ 大宮まで5,500円・大宮以遠6,500円

※観覧席代は含まれておりません。※バスルートについてはお問い合わせください。
お問い合わせ・お申込み 秩父観光ツアーセンター
048-525-3701

2018年版カレンダー発売中 !
❶秩父路カレンダー

仕様
500円
壁掛（Ａ2・7枚）
発売箇所 秩父鉄道各駅・ちちてつe-shop
価格

❷ＳＬカレンダー

仕様
1,000円
壁掛（Ｂ2・7枚）
発売箇所 羽生駅・ＳＬ停車駅・ちちてつe-shop
価格

【ＳＬに関するお問合せ】秩父鉄道ＳＬ係
048-523-3317
9:00〜17:00

【ＳＬ運転時刻】
平日
くだり
のぼり
赤 …土・休日時刻 緑 …平日時刻
（ゆき） （かえり）
10：12
16：20
※イベント開催のため、運転区間・時刻やチケット販売方法など通常と異なります。
10：34
16：00
※都合により運転計画の変更が生じる場合がございます。
10：59
15：41
10月 28日㊏、29日㊐
11：32
15：10
11月 3日㊎㊗、4日㊏、5日㊐、11日㊏、12日㊐、14日㊋、
11：45
14：50
18日㊏、19日㊐、23日㊍㊗、
24日㊎、25日㊏、26日㊐
12：11
14：32
12月 2日㊏、3日㊐、9日㊏、10日㊐
12：15
14：27
12：45
14：00
【ＳＬのご乗車方法】
ＳＬ運転日 10〜12月

ＳＬ
停車駅
熊 谷
武 川
寄 居
長 瀞
皆 野
秩 父
御花畑
三峰口

❸秩父鉄道の車両カレンダー
価格

500円

仕様

卓上（ケース付・7枚）

発売箇所 羽生駅・ＳＬ停車駅・ちちてつe-shop

休日
くだり
のぼり
（ゆき） （かえり）
10：10
16：18
10：33
15：58
11：00
15：39
11：37
15：13
11：50
14：55
12：15
14：36
12：19
14：31
12：50
14：03

ご乗車になる区間の普通乗車券の他に、
ＳＬ整理券（大人小児同額 510円）
またはＳＬ座席指定券（大人小児同額 720円）
が必要です。
※ＳＬ座席指定券、
ＳＬ整理券は運転日の1ヶ月前から指定箇所で発売しております。
なお、発売枚数に限りがあります。
※詳しくは秩父鉄道ホームページをご覧頂くか、秩父鉄道SL係へお問い合わせください。
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2017.11
november

主催：秩父鉄道㈱

4㊏

11/

ハイキングスケジュール
秩父鉄道ハイキングの会

埼玉県知事登録旅行業2-219号

花の見頃は気象状況等により左右されますので、
お楽しみいただけない場合もございます。
あらかじめご了承ください。

①ブラタモリ案内人と秩父断層をめぐる

当日受付

11㊏

11/

〜SLを眺める〜

①のマップを安谷橋で
提示すると
「ハイキングの会」
２ポイントをプレゼント！

1ポイント

ポイント受付：安谷橋11:00〜14:00
※安谷橋は、武州日野駅
から徒歩5分です

武州中川駅→若御子神社→若御子断層洞→清雲寺→
札所29番（長泉院）→札所28番（橋立堂）→
浦山歴史民俗資料館→浦山口不動名水→浦山口駅

秩父鉄道・東武鉄道合同ハイキング

やや健脚向・約12㎞／約4時間【1,800kcal】

紅葉の鐘撞堂山から関東平野を一望するハイキング
寄居駅（北口）10：00〜11：00

当日受付

雨天決行・荒天中止

自由歩行

1ポイント

¥

焼け観賞便
夕

長瀞といえば、名勝天然記念物の「岩畳」が有名ですが、

※詳細は秩父鉄道HPをチェック!

紅葉時期は「秩父赤壁」がおすすめ。

雲海観賞便（早
朝運
転
）

無料

秩父赤壁は岩畳の対岸にある高さ約50ｍ以上、
幅は数百ｍ、中国の「長江赤壁」に因んで

寄居駅→大正池→鐘撞堂山→円良田湖→少林寺→寄居駅

12㊐

11/

秩父路食べ歩きハイキング

紅葉御膳と秩父蕎麦

「秩父赤壁」
と呼ばれており、秩父の夕日を浴びて

一般向・約4㎞／約1時間20分【360kcal】

赤く染まる様はまさに赤い壁。

〜紅葉の西秩父を散策〜小鹿野温泉 梁山泊

秩父駅 10：30 雨天決行・荒天中止 団体歩行

ながとろ日和

②紅葉に染まる安谷橋

一般向・約4㎞／約2時間【520kcal】

武州中川駅 9：00〜10：15
雨天決行・荒天中止 自由歩行
無料

november

紅葉の時が一番赤壁らしい！？
「秩父赤壁」

048-523-3313（平日9：00〜17:00）

ＳＬ運行30周年記念ハイキング

¥

2017.11

2ポイント/交換可

¥

壁面も木々も赤く染まる

3,000円（含食事代）

この時期だけの「秩父赤壁」を感じてみて。

※飲み物等は各自ご負担となります

秩父駅→【専用バス】→札所32番（法性寺）→バイクの森おがの→
梁山泊（食事）
→【専用バス】→秩父駅 ※入浴できますので、
タオルをご持参ください。
要予約100名

19㊐

11/

参加をご希望の方は、
お電話でお申し込みください。※定員になり次第、受付終了
①秩父駅 0494-22-0143 ②秩父鉄道ハイキングの会 048-523-3313（平日9：00〜17:00）

秩父鉄道・西武鉄道共同開催「2017秩父トレイルハイキング」第6回（全6回） 健脚向・約9㎞／約4時間【1,920kcal】

紅葉の三峰山を登り三峯神社へ
三峰口駅 8：30〜10：30

雨天決行・荒天中止

寳登山神社奥宮

自由歩行

1ポイント

¥

1,200円（バス代）

三峰口駅→【専用バス】→大輪→登竜橋→清浄の滝→奥宮遥拝殿→三峰山
（三峯神社）→
（復路は往路の逆）→大輪→【専用バス】→三峰口駅
三峯神社は、奥秩父三峰山山頂の標高1,102メートルに鎮座しています。表参道を登りパワースポットの
三峯神社を目指します。中間地点には清浄の滝があり、昔はここで体を清めてから三峯神社に向かったといわれています。
当日受付

※山道を歩きます。
トレッキングシューズでご参加ください。
※バスはピストン運転になりますので、受付順に順次ご案内いたします。
ご乗車までお待ちいただく場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

26㊐

11/

秩父路峠道ハイキング

180度のパノラマを楽しむ登谷山へ
野上駅 8：30〜10：00

雨天決行・荒天中止

自由歩行

やや健脚向・約12㎞／約4時間30分【2,000kcal】

1ポイント/交換可

¥

無料

野上駅→法善寺→金ヶ嶽→塞神峠→釜山神社→釜伏峠→登谷山→グミノ木峠→赤城神社→親鼻駅
当日受付

登谷山山頂からは180度の大展望を楽しめ、空気が澄んでいれば関東平野・上越日光連山・筑波山などを見渡すことができます。

秩父鉄道 フリーハイキング

駅から出発する5コースを好きな日に歩くことができます！

※詳しくは駅設置のパンフレットをご覧ください

フリーハイキングポイントデー！

30

11/
まで

ハイキングに参加して賞品をもらおう!
ハイキング毎に ポイント をさしあげます
要予約 2ポイント 当日受付 1ポイント
50ポイント集めると豪華賞品と引き換えができます！
交換可

スタート駅で賞品引換可能です

※混雑時はお待ちいただく場合があります
※写真はイメージです。賞品内容は時期により異なります
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詳しくは来月号のPALETTE、
ホームページでご確認ください。

宝登山ロープウェイ
山頂から見る日の出・日の入りは圧巻。臨時
便も出ているので安心。
日によっては幻想的
な雲海が足元に広がることも！
宝登山ロープウェイ山麓駅 0494-66-0258
9:40〜16:45（15分〜30分間隔で運行）
※11月10日までの平日17:00まで、休日17:20まで
¥ おとな
（往復）820円／こども
（往復）410円
長瀞駅から徒歩15分 ※長瀞駅〜ロープウェイ
山麓駐車場間無料シャトルバスあり
（要問合せ）

宝登山
小動物公園

宝登山
ロープウェイ
山麓駅
不動寺
ガーデンハウス有隣
有隣倶楽部
旧新井家住宅

寳登山神社

長瀞ラインくだり
至秩父

至熊谷
長瀞町観光案内所

天然記念物
岩畳

長瀞駅

長瀞ラインくだり
（本部）

長瀞ラインくだり乗降場所

荒川

当日受付 秩父鉄道・ＪＲ東日本高崎支社合同 駅からハイキング

各コースで
完歩記念品

要予約

当日受付 特別企画ハイキング

12/9㊏ 三峰口駅8：30〜10：30

年忘れ奥秩父ウォーク

…コース／行程
…集合駅・受付時間 ¥ …参加費
要予約 …事前予約が必要です。
お申し込み方法にしたがってご予約ください

当日受付 …当日、集合駅で受付いたします。事前予約は必要ありません

団体歩行 …受付終了後、全員揃って出発します。歩行中はスタッフの指示をお守りください

コース上に案内矢印を設置してあります。
自由歩行 …受付終了後、随時出発してください。
矢印以外には、進まないでください
ポイント …参加するともらえるポイント数です

※秩父鉄道では、乗車券および参加費等は現金にてお支払いいただきます。
あらかじめご了承ください

ヒョウモンガメの名前が「紋吉（もんき
ち）」
に決定しました！たくさんのご応募
ありがとうございました。

宝登山小動物公園
オリジナル巾着袋

¥800（税込）

0494-66-0959
9:40〜16:30
¥ おとな430円／こども
（3歳以上）220円
宝登山ロープウェイ山頂駅から徒歩7分

※おとな…中学生以上 こども…3歳以上

長瀞駅から徒歩1分

事前にWEB予約をいただい
たお客さまを優先的にご案
内いたします。

秩父路食べ歩きハイキング

12/10㊐ 親鼻駅10：30 小春の冬 岩畳膳〜長生館〜

長瀞ラインくだり
（本部） 0494-66-0950
9:00〜16:00頃（5〜20分間隔で運航）
¥ A B 各約3km
（各約20分）
おとな1,600円／こども800円
全 約6ｋｍ
（約40分）
おとな3,000円／こども1,400円

ファスト・ライド制度

12/1㊎〜3㊐ 大野原駅9：00〜11：00

秩父夜祭ルーツ「妙見七ツ井戸」を巡り秩父神社へ

11/5㊐、11/8㊌

ご参加のお客様に「秩父鉄道ハイキングの会」
ポイントカード2ポイント！
対象コース 破風山・皆野アルプスコース
皆野駅9：00〜10:30 ¥ 無料

12月実施予定の月例ハイキング

山頂駅

岩
だた
み通
り

※山道を歩きます。
トレッキングシューズでご参加ください。

宝登山
小動物公園

宝登山

旬の膳
「松茸ごはんと土瓶蒸し」
1日限定30食
11月30日㊍まで
¥2,160（税込）

有隣倶楽部
0494-66-0077
（9:00〜17:00）

11:00〜15:00
休 火曜
長瀞駅から徒歩10分

冬季限定「おっきりこみうどんと小天丼セット」
11月〜3月頃まで
¥1,280（税込）

ガーデンハウス有隣
0494-66-0951
（9:00〜17:00）

11:00〜15:00

休 木曜

長瀞駅から徒歩10分
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アンケートに答えてプレゼントをGETしよう！

周年を記念して︑秩父銘仙と秩父市出身の

林家たい平さんの版画をセットにした記念乗車券が登場！

SL運行
秩父銘仙の老舗織元・逸見織物さんにインタビュー︒

われている︒特に明治・大正時代〜
昭和の初期にかけて隆盛を極め秩
父の一大 産 業として発 展した ︒手
軽な 女 性のおしゃれ 着として一世
本の近 代 化に伴い女 性が少しづつ

を風靡した秩父銘仙だが︑実は︑
日

10

逸見織物
埼玉県秩父市黒谷1463
0494-22-0708

社 会に 進 出するようになり ︑その

※事前予約で工房の見学も可能

事をしていたといわれ ︑５０ ０ 軒
ほどあった工場も ︑現 在は 軒 足
らず︒着物の需要が減り続ける中
で︑恭子さんが打ち出したのは
﹁ま
ずは︑秩 父 銘 仙を 気 軽に親しんで
もらおう﹂
という方針︒
服 地として提 案してみたり ︑
ス
トールやポーチといった小 物の商
品開発をすることで新たな可能性
を模索している︒展示会などで︑
こ
れは！と思う人に出会ったら︑﹁コ
ラボレーションしませんか﹂
と声を
かけることもあるそう ︒陶 芸 作 家
さんと作った針山や工務店さんと
開 発した建 具など 多 岐にわたる︒
そんな彼女の熱意は着実にファン
を広げているようだ︒
﹁最近では︑﹃自分の織機で秩父
銘 仙を 作ってみたい！ ﹄という 人
も 増えてきました︒今 後はそんな
コアなファンのために ︑専 用のス
ペースで教 室のようなものもでき
たらな ︑と 考えています﹂︒伝 統を
引き 継ぐだけでなく︑変 化しなが
ら 維 持させていく ︒長ら く 続いて
いく 老 舗の真 髄とは ︑
こういうも
のなのかもしれない︒

日常使いがしやすい
小物が充実

背中を後押してきたことが爆発的
な人気に拍車をかけていた︒
かつて

欧州でシャネルがそうしたように︒
そして今 ︑
これらの伝 統 技 術を
受け 継 ぐのが 老 舗﹁ 逸 見 織 物 ﹂
の
３代目︑逸見恭子さん︒﹁秩父銘仙
たていと
ぬきいと
の特徴は何と言っても経糸と緯糸
の 色 を 違 えて 織 る こ と で 生 じ る
﹃玉虫効果﹄
で︑見る角度や光のあ
たり加減で全く違う色に見えるこ
とです ︒そして何 といっても 絹 織
物 独 特の軽さ︒生 地には裏 表がな
いので︑昔は︑表が汚れたら裏返し
て仕立て直し ︑また着ることが出
来ました﹂
と話す︒
﹁ 染め織 物の多くは先 染めをし
ますが︑秩父銘仙は整経した経糸
なっ
に仮 織りをして型 染め︵ほぐし 捺
せん
染︶
をし︑
その後に仮織りの糸をほ
ぐしながら織り
︵ほぐし織り︶上げ
ます︒
この
﹃ほぐし捺染﹄
と﹃ほぐし
織り ﹄
の技 法によって生 地に裏 表
がなくなります︒﹁物を大切にする
昔の人の思いに寄り 添ったものづ
くりで︑しかも 絹なのにお値 段が
安かったんです︒﹂
と恭子さん︒
そん な 恭 子 さ ん が ３ 代 目 を 引
き継いだのは今から 年前︒﹁祖父
が体 調を 崩したのを きっかけに ︑
継いでみないかと言われたんです︒
当時は美容師として働いていまし
たが︑子 供の頃から工場が遊び場
でしたから﹃ 継ぐ ﹄ということに︑
特に抵 抗はありませんでした﹂と
語る︒
最 盛 期には 秩 父 地 方の 人 口の
実に７ 割 が 秩 父 銘 仙に 関わる 仕

2017年
12月31日まで有効

10％引き
ご宿泊のお客様に

グラスワイン
１杯サービス

2017年
11月末まで有効

本誌を受付で
ご提示ください

本誌を受付にご提示ください

華やかな花柄から丁寧に手間を
かけて整 経された縞や格 子まで︑
思わず見とれてしまう秩 父 銘 仙 ︒
国の指定伝統的工芸品であり︑秩
父夜祭の男衆の揃い紬としても知
られるこの絹 織 物は︑崇 神天皇の
時 代に 知々夫 彦 命が 秩 父に 養 蚕
と機織の技術を伝えたことがはじ
まりで千年以上の歴史があると言

当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
また、重
複応募は無効とさせていただきます。
※皆様の個人情報は、個人が特定
できない範囲での統計データ作成•プレゼント当選時の発送の連絡のみ
に利用します。
ご本人の承諾なく上記目的以外に個人情報を利用又は第
三者に提供することはありません。
なお、賞品発送業務は㈱コアに委託を
しています。
また、賞品の発送は提供元からお送りすることもあります。
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または
検索
秩父鉄道

秩父鉄道 企画部
048-523-3313
平日9:00〜17:00

今月から
「秩父鉄道ニュース」は
「PALETTE」
として生まれ変わりま
した。今後とも、沿線の魅力的な情
報を発信していきますのでよろしく
お願いします。写真は「空＆閑」取
材時の１枚。紅茶の缶が並んでい
るだけの構図ですが、角度を変え
位置を変え、何十分も掛けてベス
トショットを導き出しているのです。
次号もぜひお付き合いいただけれ
ばと思います！

「PALETTE」を毎月ご希
望の方に郵送（1,000円・
１年分）でお届けします。
くわしくは下記までお問
い合わせください。

編｜集｜後｜記｜

定期購読のご案内
秩父鉄道ホームページ内の
応募フォームからお申し込みください。

第1回 逸見恭子さん（逸見織物）
※色や柄は
選べません

30
14ページで紹介した逸見織物の
「バッグ
ブローチ」
を5名様にプレゼント！

9ページで紹介したsimple hair & cafeの
「木のお箸、
スプーン、
しゃもじセット」
を
1名様にプレゼント！
8ページで紹介した創作足袋 千代の松の「創
作柄足袋（24cm）」
を1名様にプレゼント！

5名様
イメージ

沿線でかがやきつづける方に
インタビュー！
※色や柄は
選べません
※サイズは
24cm

木のお箸、
スプーン、
しゃもじセット

創作柄足袋

1名様
1名様

ストーリー
バッグブローチ

simple hair & cafe

B
創作足袋 千代の松

11/1〜11/30

PRESENT

逸見織物

C

きらり
A

応募締切

30

