ハイキングスケジュール

2017.12
december

主催：秩父鉄道㈱

1
3㊐

〜

12 / ㊎

秩父鉄道ハイキングの会

埼玉県知事登録旅行業2-219号

9㊏

048-523-3313

【840kcal】
一般向・約7㎞／約3時間30分（施設での見学時間を含む）

秩父夜祭ルーツ「妙見七ツ井戸」を巡り秩父神社へ
大野原駅 9：00〜11：00 雨天決行・荒天中止 自由歩行

1ポイント

無料

¥

大野原駅→愛宕神社→一の井戸（山下の井戸）→二の井戸（井之上の井戸）→札所18番（神門寺）→
三の井戸（子育ての井戸）→四の井戸（下堀の井戸）→五の井戸（あらゐの井戸）→
六の井戸（みざわの井戸）→七の井戸（今重の井戸）→札所17番（定林寺）→秩父神社→秩父駅

おっきりこみ
うどんと小天丼セット

年忘れ奥秩父ウォーク〈13kmコース、20kmコース〉

1ポイント/交換可

三峰口駅→道の駅あらかわ→寺沢如意輪観音堂→若御子遊歩道→憩いの広場→国見の広場→
秩父さくら湖→浦山口駅（ゴール受付時間14時30分まで）
20㎞コース やや健脚向／約5時間40分【1,815kcal】
三峰口駅→道の駅あらかわ→寺沢如意輪観音堂→若御子遊歩道→憩いの広場→国見の広場→
秩父さくら湖→浦山口不動名水（チェックポイント14時までに通過）→札所27番（大渕寺）→
札所26番（円融寺）→琴平ハイキングコース→秩父羊山公園→秩父駅（ゴール受付時間16時まで）

当日受付

10㊐

［冬季限定］

特別企画ハイキング

三峰口駅 8：30〜10：30 ※20kmコースの受付は10：00まで 雨天決行・荒天中止 自由歩行
13㎞コース 一般向／約3時間30分【1,155kcal】
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秩父路食べ歩きハイキング

¥

無料

秩父さくら湖

一般向・約5㎞／約1時間30分【360kcal】

小春の冬岩畳膳 〜初冬の長瀞散歩〜 花のおもてなし 長生館
雨天決行・荒天中止

団体歩行

2ポイント/交換可

¥

3,000円（含食事代）

※入浴できますので、
タオルをご持参ください。 ※飲み物等は各自ご負担となります。
★1年の感謝の意を込めて、抽選会を行います。
お楽しみに！

1月実施予定
の
月例ハイキング
詳しくは来月号のPALETTE、
ホームページで
ご確認ください

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

新春開運祈願！寄居十二支めぐりハイキング
1月11日㊍〜13日㊏ 寄居駅9：00〜11：00
当日受付 特別企画ハイキング

新春宝登山ハイキング

1月13日㊏ 野上駅9：30〜10：30、長瀞駅10：00〜11：00
要予約

秩父路食べ歩きハイキング

寳登山神社庭上正式参拝と長瀞散策 1月14日㊐ 長瀞駅10：30

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！
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

埼玉県北部では「煮ぼうとう」
として親しまれている郷土料理は、
秩父地域では
「おっきりこみ」
と呼ばれています。秩父地域の
「おっ
きりこみ」は味噌ベースが普及しており、
きのこやネギ、大根等の
根菜類が入っているのが特徴。幅広い麺はだしの旨みをよく吸い、
とろみのあるだし汁が冷え込んだ身体をぽかぽかにしてくれます。
ガーデンハウス有隣
11:00〜15:00
0494-66-0951（9:00〜17:00）
休 木曜
長瀞駅から徒歩10分

当日受付 特別企画ハイキング

奥秩父三十槌氷柱観賞ハイキング

1月21日㊐ 三峰口駅9：00〜10：30

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

長瀞宝登山臘梅観賞ハイキング

1月26日㊎〜28日㊐ 長瀞駅9：00〜11：00

長瀞駅から徒歩3分（岩畳）

長瀞宝登山臘梅園（開花時期 1月中旬〜2月下旬）
幸せの黄色いゴンドラで山頂へ！
今年もやります！ゆっくりロウバイをお花見できる
「繰上げ運転＆増便」
！！
※PALETTE（パレット）11月号の掲載内容に誤りがありました。
ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
【P12】
（誤）有隣倶楽部0494-66-0077→（正）有隣倶楽部0494-66-0070

長瀞ラインくだり
【平成29年は12月4日㊊まで営業】
0494-66-0950
9:00〜16:00頃（随時運航）
¥ 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

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

飯田八幡神社例大祭 鉄砲まつり

開催日

秩父郡皆野町皆野３４１５

皆野駅・西武秩父駅から送迎あり
（予約制） いこいの村 ヘリテイジ 美の山

12月17日㊐

入場料

秩父鉄道沿線
event information

無料

ＪＲ大宮駅東口からバス
「さいたま東営業所」行終点下車
お問合せ 国際興業株式会社業務課
03-3273-1126

december

交通

ご宿泊のお客様に

☎０４９４・６２・４３５５

2017.12

開催場所 国際興業バス さいたま東営業所

本誌を受付にご提示ください

12/12㊋・13㊌・14㊍限定、
ホテル前庭から流れ星を堪能しましょう

国際興業バスまつり2017
洗車機体験やバス試乗会などの体験イベント
の他、
グッズの販売や観光ＰＲを行います。

※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

秩父の大自然で
「ふたご座流星群」
に大感動！
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※おとな…中学生以上 こども…3歳以上

次回予告

第6回 埼玉クイズ王決定戦

2017年
12月末まで有効

10,000円〜

和舟にこたつを乗せて、岩畳周辺の瀞場を一周します。
ご乗船の
方へ
「使い捨てカイロ」
プレゼント
（なくなり次第終了）。
また、1/1㊊
㊗〜3㊌および運航期間中の土休日は温かい
「なめこ汁」
もプレゼ
ント
（先着50名様・なくなり次第終了）。
ぽかぽか・こたつ舟運航【平成30年1月１日㊊㊗〜2月28日㊌】
0494-66-0950
10:00〜15:00頃まで
（随時運航・所要時間約20分）
¥ おとな900円／こども500円

安全で快適な運行ができるよう定期検査を実施いたします。下記期間
中は運転を休止いたしますので、予めご了承下さい。
休止期間 平成29年12月4日㊊〜12月22日㊎の19日間
（予定）
宝登興業株式会社
0494-66-3421

ハウスワイン
１杯つき

平日

予告

宝登山ロープウェイ一時運転休止
イメージ

…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

満 天 の星と雲 海 の 宿

ふたご座流星群鑑賞プラン（1泊2食）＋天然温泉

こたつに入りながら川をくだる！？

※平成29年12月11日㊊〜12月末日まで改装のため休業いたします

親鼻駅→栗谷瀬橋→国神神社→金崎神社→花のおもてなし 長生館（食事）
→長瀞駅
要予約100名

平成30年3月31日㊏まで
¥1,280（税込）

うどん？きしめん？煮ぼうとう！？

※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。 ※自己体力にあったコースを選んでご参加ください。
★完歩された方には、
ゴール浦山口駅、秩父駅にて完歩バッジを差し上げます。

親鼻駅 10：30

交換可

december

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。

秩父鉄道・ＪＲ東日本高崎支社合同 駅からハイキング

当日受付
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2017.12

（平日9：00〜17:00）

飯田八幡神社の例大祭である鉄砲まつりは、
秩父路の祭暦の1年をしめくくるお祭りです。9
日は屋台・笠鉾の曳行と歌舞伎上演が行わ
れ、10日には射手による空砲の砲列の中を、
大名行列と御神馬が参道を一気に駆け上が
る神事が行われます。
12月9日㊏、10日㊐
会場
小鹿野町 飯田八幡神社
交通
秩父駅から西武観光バス
「栗尾」下車
お問合せ 小鹿野町おもてなし課
0494-79-1100
開催日

クイズは歴史、文化、特産品など埼玉県に関連
するあらゆるジャンルから出題され、3人1組の
チーム戦で実施します。上位入賞者には豪華
賞品を贈呈いたします。参加費無料。
予選：長瀞げんきプラザ
（長瀞町）平成29年12月17日㊐
コクーンシティ
（さいたま市）平成30年1月14日㊐
決勝：さいたまスーパーアリーナ（さいたま市）平成30年2月18日㊐
応募方法 県公式観光サイト
「ちょこたび埼玉」の

応募フォームまたは埼玉クイズ王の
チラシ
（応募用紙）からお申込みください
お問合せ 埼玉クイズ王決定戦事務局
参加者募集係（埼玉県観光課）
048-830-3955

第4回 みなの美の山さくらマラソン
平成30年3月4日㊐ 雨天決行
美の山観光道路他
種目
10㎞コース、5㎞コース、3㎞コース、
2㎞コース、1.5㎞コース、1㎞コース
参加費 一般2,500円、
高校生1,000円、
中学生300円、小学生300円
申込方法 ①郵便振替
所定の申込書に必要事項を記入のうえ、
郵便振替で最寄りの郵便局へお申込みください。
②インターネット スポーツエントリー
http://www.sportsentry.ne.jp
申込締切 平成30年1月24日㊌
お問合せ 皆野町教育委員会内
みなの美の山さくらマラソン実行委員会
0494-62-4563
開催日
会場
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