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秩父鉄道からのお知らせ

\ わくわく /

沿線情報

★
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「秩父鉄道カードラリー2017」
まもなく終了！

きっぷ情報

集めたカードの枚数に応じた記念品をプレゼント！！

12月はSL車内（長瀞〜三峰口間）でシークレットカードをプレゼント！！
SL運転日はP11をチェック！
開催期間 開催中〜平成29年12月10日㊐まで 開催場所 長瀞・秩父エリア

※急行列車やSL列車にご乗車の場合、
別途料金が必要です。

主催：秩父鉄道 特別協力：Gakken
協力：秩父まるごとジオパーク推進協議会(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)

きっぷ提示で割引や特典が
受けられます♪

2018年版カレンダー発売

詳しくは駅設置の専用パンフレットをご覧ください

①秩父路カレンダー 壁掛・420 594ｍｍ（7枚）
価格

No.02 / 2017.12 december
Letʼs Enjoy “CHICHITETSU”

500円
（税込） 発売箇所 秩父鉄道各駅、ちちてつe-shop

秩父路遊々フリーきっぷ

②秩父路のＳＬカレンダー 壁掛・515 728ｍｍ（7枚）
価格

●秩父鉄道全線1日乗り降り自由

1,000円
（税込）発売箇所 羽生駅、SL停車駅、
ちちてつe-shop

発売当日限り有効

③秩父鉄道の車両カレンダー 卓上・205 106ｍｍ（7枚）
価格

500円
（税込） 発売箇所 羽生駅、SL停車駅、
ちちてつe-shop

発売期間 土曜、
日曜、祝日
（通年）、1・2月の毎日

【通信販売に関するお問合せ】
株式会社秩鉄商事
048-525-2283

発売箇所 秩父鉄道 各駅
発売金額 大人1,440円

渋滞のない電車に乗って秩父路の初詣へ
新年の開運祈願・特別列車運転

y a m a

★ ★ ★ ★ ★

小児720円

ぶらり!秩父・長瀞おでかけきっぷ

初日の出観賞便
宝登山ロープウェイでは、宝登山からのご来光を拝める早朝特別運転を行います。
縁起の良い名をもつ「宝登山」で新しい年をスタートさせてみませんか。
特別運転日・時刻 平成30年1月1日㊊㊗ 6：20〜適宜臨時運転
往復料金 おとな
（中学生以上）820円、
こども
（6歳以上）410円
お問合せ 宝登山ロープウェイ山麓駅
0494-66-0258

●フリー区間（長瀞〜三峰口）乗り降り自由
発売当日限り有効
発売期間 土曜、
日曜、祝日
（通年）、1・2月の毎日
発売箇所 秩父鉄道 寄居駅
発売金額 大人1,030円

●山頂にて甘酒や軽食等の販売があります
（長瀞駅発6：15/6：30）
●長瀞駅からの無料シャトルバスも早朝特別運行します

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

急行開運号
初詣には早くて便利な急行開運号をご利用下さい。
運転日 平成30年1月1日㊊㊗、
2日㊋、3日㊌

ながとろ満喫きっぷ

※ご乗車には乗車券のほかに急行券（大人200円、小児100円）
が必要です
●急行3編成へ開運号のヘッドマークを掲出いたします
●急行開運号ご利用のお客さまを、秩父神社昇殿正式参拝へご案内いたします
（詳細はP02）

●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

駅からぶらり・羽生駅
event information

SLで行こう!

きらりストーリー

（パレット）
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。

おいかわまゆみさん
（ゆめみる本屋さん）
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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。
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
http://www.chichibu-railway.co.jp

048-523-3313（平日9:00〜17:00）

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

定期購読のご案内
送料及び手数料
1,000円
（1年間お届けいたします）
お申込み方法
①現金書留をご利用の場合
1,000円を同封し、必要事項を記載した紙を
同封の上、下記へお申込み下さい。
〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
秩父鉄道株式会社 PALETTE係
※開始希望月・郵便番号・住所・氏名・電話番号を必ずご明記下さい。
※封筒表面に
「新規」
と朱書きでご明記下さい。

②郵便局備付の払込取扱票をご利用の場合
必ず郵便局備付の
「払込取扱票」
をご利用下さい。
（口座番号）00160-8-464021
（加入者名）秩父鉄道株式会社
（通信欄）
・
「PALETTE申込み」
とご明記下さい。
・開始希望月・郵便番号・住所・氏名・電話番号を必ずご明記下さい。
※お客様からの払込確認には数日お時間がかかります。予めご了承下さい。
※払込手数料をご負担下さい。

※平成29年11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上記をご覧ください。

創建2100年以上の
秩父の総鎮守

秩父神社

秩父三社
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君の手は、
いつも汚れている。
もう何日も、何日も。中指には大きな鉛筆だこが一つ。
夜中の12時。眠い目をこすりながら、
あと少し、
あと少しとページをめくる君の背中に、
どうして何も願わずにいられるだろうか。
「成功は努力次第」
っていうけれど、最後くらい、神頼みしたっていいじゃない。
ガンバレ、
ガンバレ。君の未来が、輝きますように。

武 甲 山を門 前に望む︑関 東で
も 屈 指 の 古 社 の一つ ︒
﹁秩父夜
祭﹂
で有名な神社だが︑主祭神が
知恵の神様・八意思兼命︵ヤゴコ
ロオモイカネノミコト︶
であるこ
とから︑学 業 成 就を 願う 多くの
参拝客で賑わう︒
社 殿 は １ ５ ９ ２ 年に 徳 川 家
康公が寄進した権現造り︒﹁つな
ぎの龍﹂
や
﹁子宝・子育ての虎﹂
な
ど 本 殿四方を彩る名工︑左 甚五
郎の精緻で迫力ある彫刻はぜひ
見ておきたい︒学 業 成 就お守り
のほか︑﹁ 北 辰の梟 ﹂を 描いた 絵
馬やお守りも受験生に人気︒

学業成就絵馬
¥1,000

北辰の梟（秩父神社）

北極星信仰の中心、妙見様
を守る社殿北側の彫刻「北
辰の梟」は知恵のシンボル
として受験生に人気。

智恵梟守
¥700

秩父三社をめぐる 幸せを呼ぶ列車旅
秩父三社オリジナル木札ストラップをもらおう

秩父神社
埼玉県秩父市番場町1-3
0494-22-0262
秩父駅から徒歩5分

秩父三社（寳登山神社・秩父神社・三峯神社）
で参
拝し御朱印の際に秩父鉄道線内のきっぷを提示
すると各神社デザインのオリジナル木札ストラップ
がもらえます。
開催期間 開催中〜平成30年2月28日㊌

※三峯神社は12月1日㊎、1月1日㊊㊗、2月1日㊍は除く
※秩父神社は12月2日㊏、12月3日㊐は除く

頭の栄養補給に
優しい甘さのご褒美

よりみち
グルメ

秩父産のフルーツにこだわった季節のケー
キや焼き菓子などが楽しめる。甘さは控え
めながら、
しっかりと素材の味が引き立ち何
個でもペロリと食べられる軽さが嬉しい。
お
土産には、長瀞の茶園で作られた紅茶や地
物のジャムをぜひ。
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小さな洋菓子店Spoon
埼玉県秩父市本町3-2
0494-26-7758
11:00〜18:00
休 月曜、
火曜
秩父神社から徒歩4分
苺のショートケーキ ¥430（税込）

モンブラン ¥450（税込）

※ご参加の方は、御朱印をお願いする際に
秩父鉄道線内のきっぷをご提示ください
※おひとり様につき1個までとなります
★秩父鉄道各駅設置の専用パンフレットを参考に
めぐってみましょう
乗ったら幸せになれるかも！？
「秩父三社トレイン」
秩父三社を各車両で表現！
乗車しながら秩父三社について
たくさん学ぶことができます♪

秩父三社参拝企画に参加しよう
急行開運号で行く
「秩父神社で昇殿正式参拝」
〈当日受付〉
昇殿正式参拝やお神酒・お守りをいただけるほか、神社の説明もいただけます。
開催日 平成30年1月1日㊊㊗、
2日㊋、3日㊌
参加費 無料
集合・受付 秩父駅11:00
おすすめ集合列車 ■秩父鉄道羽生駅発
（急行開運号3号9：31）→熊谷駅発（9：51）→
寄居駅発（10：13）→長瀞駅発（10：27）→秩父駅着（10：42）
※急行列車ご利用の場合は、普通乗車券のほかに
急行券（大人200円、小児100円）
が必要です
秩父路食べ歩きハイキングで「寳登山神社で庭上正式参拝」
〈事前予約100名〉
ハイキングの行程内で寳登山神社に庭上正式参拝します。
※ハイキング詳細についてはお問合せください
開催日 平成30年1月14日㊐ 雨天決行・荒天中止 団体歩行
参加費 3,500円
（食事代）
※飲み物代は各自ご負担となります
お申込み ①秩父駅
0494-22-0143
②秩父鉄道ハイキングの会
048-523-3313
※定員に達し次第受付終了
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みつ み ね

さん

合格御守
¥1,000

標高１１００メートルの霊験
あらたかな 山 中にある 神 社 ︒神
社の東 方にそびえる 雲 取 山 ︑白
岩 山 ︑妙 法ヶ岳の３つの峰が美
しく 連なることから 名がついた
とされる︒日本武尊︵ヤマトタケ
ルノミコト︶
が東国平定の帰途︑
三峰山まで案内したと言われる
山犬︵オオカミ︶
は神様のお使い
として境 内に 鎮 座する ︒パワー
みなぎる樹齢８００年のご神木
も圧巻だが社殿左手の石畳に２
０１３年に突如として現れたと
いう 龍の姿は ︑携 帯の待ち 受け
にすると運気が上がると評判︒

ど

身体健全・
学業成就守
¥700

三峯神社

秩父三社

ほ

学業成就に立ち塞がる
「難」を除けたいなら

寳登山神社

秩父三社

三峯神社
埼玉県秩父市三峰298-1
0494-55-0241
三峰口駅から西武急行バス三峯神社線で50分

合格守
¥700

荒川の左 側に広がる 霊 山﹁ 宝
登山﹂
の麓に本社を構える︒約１
９００年前に日本武尊が秩父の
山に 登った 際 ︑山 火 事に 遭った
が山犬が火を消し止めて救った
ことから﹁ 火を 止める 山 ﹂︵ 火 止
山＝ほどさん︶と 名 付けたと 伝
えられる ︒広 く 地 元の人々から
愛される 神 社で︑山 犬は神 様の
使いとして︑
お 守りや 絵 馬など
でも親しまれている︒火災・難除
けのご利 益が有 名だが︑学 業 成
就 の 霊 験 も ︒頂 上 の 奥 宮へは
ロープウェイの利用がおススメ︒

学業成就御守
¥700

「関東最強のパワースポット」
の呼び声高い

学業増進・交通安全・
身体健勝守 ¥500

寳登山神社
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1828
0494-66-0084
長瀞駅から徒歩13分

本格派味噌の味を
手軽に味わえる

よりみち
グルメ

黄金団子
¥300
（税込）

よりみち
グルメ

秩父味噌の醸造元「新井武平商店」
が手掛け
る店で、
中でも濃厚味噌だれを塗った
「黄金団
子」
は人気の一品。
しょっぱさに内包する甘み
がクセになり、
つい次の串に手が伸びる。大人
味のねぎ味噌コロッケも食べ歩きに便利。
ねぎ味噌コロッケ ¥200（税込）
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ヤマブ宝登山売店
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1827
0494-66-3238
9:00〜17:00
休 不定休
寳登山神社からすぐ

参道入り口にあり、奥秩父でごく少量のみ
採れる中津川いもを使った
「中津川いもで
んがく」
が有名。十数種類の香辛料を混ぜ
て作った秘伝のみそダレは味わい深く、
しっ
とりとした芋の食感と滋味によく馴染む。
山麓亭三峰お犬茶屋
埼玉県秩父市三峰298-1
0494-55-0036
9:00〜16:00
休 冬期は要問合わせ
三峯神社からすぐ

中津川いも
でんがく
¥300（税込）

ご当地グルメでひといき
わらじカツ丼
¥1,000（税込）

鳥居の目の前にあり、店内の大きな窓からは
秩父の山々を見渡すことができる。秩父名物
「わらじカツ丼」
は２枚のカツが丼鉢からはみ
出すほどの迫力サイズ。広い境内を歩き回っ
た後、空腹を満たすのにピッタリの一品だ。
三峯神社正参道の茶店 大島屋
埼玉県秩父市三峰297-2
0494-55-0039
10：00〜16：00
休 不定休
三峯神社からすぐ
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行田市めぐりで
リフレッシュ

SATOWA柄足袋
¥3,024（税込）

y a m a

休憩
ちょっと

必勝お守りで

合格祈願

「足袋のまち」
として親しまれる行田市。
足袋の倉庫「足袋蔵」
が点在する街並みが残り、
風情ある景色が広がる。

もんじゅじ

文殊寺
「野原の文殊さま」から
知恵のパワーをいただく

自分を変える、
覚悟があるか。
毎週日曜よる9時放送

きねや足袋

伝統のものづくりに新たな風を巻き起こす

1929年創業の老舗足袋屋。池井戸潤氏が
「陸王」
の執筆
にあたって取材に訪れたことで有名に。
足袋をベースにし
たランニング足袋「ＭＵＴＥＫＩ」
は今一番の注目商品。着
物スタイリストＳＡＴＯＷＡさんとコラボしたＳＡＴＯＷＡ柄
足袋は着物はもちろん、
普段履きにもおすすめ。

行田を舞台に繰り広げられる、
池井戸潤原作の人気小説が
TBSでドラマ化。老舗足袋屋が
生き残りを賭け、
ランニング足
袋の開発に奮闘する。
著作／池井戸 潤

祈願成就絵馬
¥600

足袋とくらしの博物館
足袋の町、行田の歴史と
その技術にふれる

妻沼聖天山
志望校に「ご縁」を
いただきたい方はぜひ！
本殿の
「歓喜院聖天堂」
は国宝で、極彩色の外壁の彫
刻は豪壮華麗。
日光東照宮を思わせる外観から
「埼玉
小日光」
とも呼ばれる。縁結びの神様として信仰を集
めるが、学業成就のご縁も。歓喜院聖天堂が刺繍され
た数量限定のお守りも手に入れたい。

足袋×たびきっぷ

発売期間 10月8日㊐〜12月24日㊐の土曜、
日曜、祝日、
および11月24日㊎

発売箇所 羽生・東行田・行田市・持田・ソシオ流通センター・熊谷・寄居・

長瀞・秩父・御花畑駅
発売金額 大人1,440円 発売当日限り有効
※急行列車やSL列車にご乗車の場合、別途料金が必要です
※ご利用可能内容は
「秩父路遊々フリーきっぷ」
と同様です
（小児用はありません）

落ちない城、
忍城！！

関東七名城の一つで上杉、
北条との
戦いに耐えた後、
石田三成の水攻め
に遭いながらも落城しなかったこと
から、
「浮き城」
の異名をもつ。

ぎょうだはちまんじんじゃ

さきたまじんじゃ

前玉神社

行田八幡神社
「城主八幡」さまの
ご加護をいただく

古代からのパワーで
運を引き寄せる

忍城下の守り神として、約千年
人々を見守ってきた。夜泣き・か
んの虫封じや難病・癌封じなど
「封じの宮」
として名高いが合格
祈願の御利益もあり、各種お守
りも充実している。

創建は古墳時代と言われ、埼玉
県名の由来、
さきたま古墳群の
南東部の墳頂にある。恋愛成就
のご利益が有名だが、難攻不落
の忍城にちなんだ「落ちない御
守」
は受験生に人気。

行田八幡神社
埼玉県行田市行田16-23
048-554-5926
行田市駅から徒歩7分
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学業成就御守
¥600

落ちない御守
¥500

文殊寺
埼玉県熊谷市野原623
048-536-4302
熊谷駅からバスで15分

めぬましょうでんざん

足袋とくらしの博物館
埼玉県行田市行田1-2
048-552-1010
10:00〜15:00
休 平日
行田市駅から徒歩5分
行田名物の足袋をかたどったフリーきっぷが
発売中です！
行田市の足袋蔵等が平成29年4月に県内初
の“日本遺産”に認定されました。

合格御守
¥700

合格祈願・
学業成就鉛筆
¥300

大正時代に建てられた足袋工場跡で、伝統
的な足袋づくりについて知ることができる。展
示物や元足袋職人による実演を見学できる
ほか、
オリジナルの足袋を作る体験もできる。

協賛店舗
での特典付

「三人寄れば文殊の知恵」
のことわざで知られる文殊
菩薩を本尊とする。
日本三体文殊の古刹の一つであ
り知恵を司る仏様にあやかろうと、学業成就を願う受
験生など、関東一円から多くの人々が訪れ、絵馬に願
いを託す姿が見られる。

平成29年度
（第72回）
文化庁芸術祭参加
（作品）

きねや足袋株式会社
埼玉県行田市佐間1-28-49
048-556-6361
9:00〜17:00
休 土曜、
日曜、祝日
行田市駅から徒歩23分

クなきっぷ情報
おト

まだまだある！

前玉神社
埼玉県行田市埼玉5450
048-559-0464
行田市駅から車で15分

妻沼聖天山
埼玉県熊谷市妻沼1511
048-588-1644
熊谷駅からバスで31分

裏のポケットの紙に
お願いをかこう！

御守（数量限定）
¥1,000

御守護
¥500

たきのみやじんじゃ

瀧宮神社
霊泉の杜で心も頭もリセット
深谷市の中心部にありながら、緑豊かな森を抱く社。境内に
御神水が湧き出ることから
「お水取り」
に多くの人が訪れる。
人気の
「心願守」
は、
自分の叶えたい願いを裏のポケットの
紙に書いて入れておくと、聞き届けてくれると言われている。

心願守
¥800

瀧宮神社
埼玉県深谷市西島5-6-1
048-571-0741
武川駅からバスで20分または
JR深谷駅から徒歩１分
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可愛くてもっちりおいしい

可 愛くてもっちり食 感 がおいし
い「もっちり焼 」。オススメは、味
わい 深 い 粒 あんと北 海 道 産 ク
リームチーズを使ったおぐらチー
ズ味。本格的な手作りシロップの
ふわふわな天 然かき氷も1 年中
食べられる。

新感覚の美味しさ！

ピンととんがった形のソフトク
リームはSNS映え間違いなし。
ソルベ風のシャリ感があり、濃
厚で後味さっぱりのソフトク
リームは新感覚。お土産には
ムジナもんのイラストが 可
愛い「ムジナもんもなか」も
大人気！

羽生もっちり庵
埼玉県羽生市西2-1
羽生駅西口ロータリー内
048-563-2772
11:00〜19:00
休 火曜
羽生駅から徒歩1分

1

真心のこもった和菓子

羽生名物の和菓子が買えるお店。
地産
地消に力を入れていて、
いがまんじゅう
で使用しているもち米は地元産。
モチ
モチとした食感がおいしい。羽生出身
の偉人の名を商品名とし、歴史を感じ
る和菓子「うさぶろうまんじゅう」
も要
チェック。伝統ある和菓子を食べにぜ
ひ足を運んでみて。

天然氷のチョコミント
￥750（税込）

羽生駅

まつのや
埼玉県羽生市中央4-8-19
048-561-0242
9:00〜18:00
休 月曜、
火曜
羽生駅から徒歩12分

うさぶろうまんじゅう
￥75
（税込）

もっちり焼
おぐらチーズ
￥160
（税込）

春夏秋冬の様々な姿の
1

羽生みるく牧場
埼玉県羽生市西2-3-10
048-561-0471
12:00〜17：00
休 平日
（冬季休業あり）
羽生駅から徒歩１分

美しい利根川が流れ、豊かな水と

まつのや

肥沃な田園に恵まれた場所。
いがまんじゅう
￥130（税込）

ムジナもんもなか
1個 ￥150（税込）
10個 ￥1500（税込）
（ムジナもんクーラーバッグ入り）

羽生出身の偉人、貿易商の実業家である
清水卯三郎の名前を使用してつくられた
お菓子など伝統や歴史を大切に伝えている。

魚徳 4
みるくソフト
￥250（税込）

羽生市イメージキャラクター
「ムジナもん」

3

4

フワッとカリッと美味しいうな重

天保9年創業の老舗店。注文
してから調理を開始するこだ
わり。鰻は蒸されてふっくらと、
皮は強めに炙られカリッと仕
上がっている。醤油が効いた
辛口タイプのタレが癖になる
美味しさ。丁寧なおもてなしに
も心和む。
魚徳
埼玉県羽生市東6-16-26
048-561-0044
11:00〜14:00 (LO13:30)
17:00〜21:00 (LO20:00)
休 月曜、
毎月２回不定休あり
羽生駅から徒歩25分

上鰻重
￥2,484（税込）
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大正院

128

羽生駅

羽生
もっちり庵 2

60

5

6

バターロール

「ポム」
はフランス語で
「りんご」
「ホッペ」
は「ほっぺた」が店名
の由来。
真っ赤なほっぺが落ち
るほど、
おいしいお菓子と時間
を楽しんでいただけたら、
とい
う気持ちでお菓子をつくって
いる。生菓子だけでなく焼き菓
Patisserie Pomme Hoppe
子やチョコレートも充実。季節 （パティスリーポムホッペ）
限 定のかわいいお菓 子も楽 埼玉県羽生市南6-1-6
048-598-6288
しみ。丁寧な仕事がうむ繊細
9：30〜19：30
休 火曜 (火曜が祝日の場合営業)
な味を堪能して。

〒

羽生郵便局

羽生みるく
牧場

129
60

正覚院

129

パティスリー
ポムホッペ
6

5

リーズナブルなのに美味しい！

丹念に手作りしたケーキの数々

文 羽生市立羽生南小学校

羽生駅より徒歩10分

土曜日限定の手作りクッキーを
のせて焼くメロンパン
￥100
（税込）

菓子パン調理パンともに1個100円の安さ！
安心・安全にこだわり手作りしている。
安い
のに美味しいのでついついたくさん買って
しまう。
素朴なおいしさで魅了するやさしい
味がここに。
ほっとできる空間とにっこり店
主が待っている。

紫いものタルト
￥430
（税込）

バターロール5個入
バターロール
￥300（税込）
埼玉県羽生市南5-3993
048-561-0311
11:00〜17:00
（売り切れ次第終了）
休 日曜、
月曜、水曜、木曜、祝日
羽生駅より徒歩7分

クリスマス マカロン パバナ
￥3,800（税込）
ルージュショコラ
￥455（税込）
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今年もあと少し！ＳＬ旅を楽しもう！

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

【ＳＬのご乗車方法】

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
ＳＬ運転日 11〜12月
定券（大人小児同額 720円）
が必要です。
赤 …土・休日時刻 緑 …平日時刻
※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
※都合により運転計画の変更が生じる場合がございます
売枚数に限りがあります。
11月 24日㊎、25日㊏、26日㊐
※詳しくは秩父鉄道ホームページをご覧頂くか、
12月 2日㊏、3日㊐、9日㊏、10日㊐
秩父鉄道SL係へお問い合わせください。

ＳＬ秩父夜祭号
12月2日㊏・3日㊐

【ＳＬ運転時刻】
平日
くだり
のぼり
（ゆき） （かえり）
10：12
16：20
10：34
16：00
10：59
15：41
11：32
15：10
11：45
14：50
12：11
14：32
12：15
14：27
12：45
14：00

ＳＬカクテルエクスプレス
12月10日㊐

♦特別ヘッドマーク掲出
♦特別乗車記念証プレゼント

♦車内ジャズ演奏（くだり熊谷-秩父間）
ウイスキー、
日本酒などのお酒の販売
♦ワイン、
♦特別ヘッドマーク掲出

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

秩父の冬の風物詩といえば「秩父夜祭」。絢
爛豪華な六台の笠鉾と屋台が町を練り歩
き、
日本三大曳山祭の一つで、300有余年の
歴史をもつ。大祭翌日の４日も見逃せない。
疾走感溢れる流鏑馬の奉納があり、祭りの
余韻を味わいたい。

※皆野駅にてラストオーダー

♦特別ヘッドマーク掲出
♦特別乗車記念証プレゼント

協力：日本バーテンダー協会埼玉支部

お問合せ 秩父鉄道運輸課

048-580-6363（年中無休9：00〜17：00）

影森駅前〜秩父市立図書館間 無料バス
今から 年ほど 前のこと ︑父の
転勤で広島県の山間に住んでいた
ことがある ︒国 鉄 職 員であった 父
はそれまで単 身 赴 任で︑
この時が
初めての家 族 帯 同であった ︒駅 構
内にあった 官 舎での暮らし ︑私に
とって鉄道と密着した生活のはじ
まりである︒
冬の早 朝 ︑前 夜からの雪が間 断
なく降り続いていた︒私は︑父がカ
ンテラを下げ︑
ポイントの除雪など
初 列 車を 迎える 準 備に 出 掛 ける
姿を ︑線 路わきの官 舎の窓から 眺
めていた︒
しばらくして︑静寂の中
から︑
一筋の灯りで真っ直ぐ前方を
照らし ︑勢いよく 雪 煙をあげなが
ら︑客車をけん引した蒸気機関車

御花畑駅団子坂の踏切は、
山車の通過に伴い架線を切り離すため、19時
50分頃から22時30分頃まで、秩父駅から影森駅間の列車の運転はありま
せん。影森駅から三峰口駅間の列車運転にあわせ、20時から22時頃まで
秩父市立図書館（御花畑駅下車徒歩10分）
から影森駅まで無料バスを運
転いたします。
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ＳＬ運行30周年記念
連載コラム
-最終回秩父鉄道株式会社
代表取締役社長 大谷 隆男

40

26

11

前月号まで寄稿いただいた8名の方々をはじめ、30年前当時SLの復元運行を実現して下さった埼玉県北部
観光振興財団を主体とした沿線自治体他の皆様、
いつも手を振って応援して下さる沿線にお住まいの皆様、
そしてご乗車してくださったお客様等、多くの方々に支えられて今日があることを改めて実感しております。
30年間で、運行回数は2,500回を超え、延べ150万人もの方々にご乗車いただきました。今年の8月、東武
鉄道様が鬼怒川線でSL「大樹」
を復活運行されたことで、埼玉県、群馬県、栃木県には4社の鉄道事業者
がSLを定期運行するという、他の類を見ない地域となってきております。
当社といたしましては、安全を大
前提に、今後も
「都心から一番近い蒸気機関車」
を、地域の財産として永く運行を継続し、地域経済社会
の活性化と観光振興に貢献できるよう、役職員一同努力してまいります。

パーク＆ライドでいこう
■熊谷駅南口駐車場（関越自動車道東松山I.Cより約40分）
（収容台数：153台・料金：30分ごと100円、6時間以上当日以内1,200円／
24時間営業※午前1時で日付切替え）
熊谷駅南口駐車場をご利用のお客様で、駐車券および秩父路遊々フ
リーきっぷまたはSL整理券（SL指定席券）
をご提示の上、秩父鉄道熊谷
駅窓口でお申し出いただくと
「３時間無料駐車券」
を差し上げています。

秩父夜祭記念乗車券
発売期間 11月18日㊏〜12月31日㊐
※売り切れ次第終了

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
発売価格 860円
（熊谷⇔秩父860円：大人片道1枚）
券の仕様 ・カラー硬券乗車券
・特製台紙付

「秩父駅前特設ブース」、秩父駅東側に「秩父屋台村」がオープン
12月3日㊐限定で秩父鉄道のカレンダーや秩父
路のお土産・特産品、
あたたかい飲食等の出店
を行いますので、
ぜひお立ち寄りください。
★パブリックビューイングで当日の
団子坂曳き上げの様子をライブ配信！

■熊谷駅南口日貸駐車場
（収容台数：150台・料金：500円/1日
（0時〜24時まで）
※当日はご利用が多く見込まれます。台数に限りがありますので、
お早めのご利用をおすすめいたします。

ヘッドマーク掲出情報
秩父夜祭を記念し、列車にヘッドマークを掲出いたします。
掲出期間 11月25日㊏〜12月3日㊐：6000系3編成
12月2日㊏・3日㊐：ＳＬ秩父夜祭号

（おかえり用バス）東京かえるライナー

周辺
MAP

市立図書館（無料バス発着場）

御花畑駅

が近づいてきた ︒力 強 く 走るその
光 景は︑今でも 鮮 明な記 憶として
残っている︒
昭和 年代後半まで岡山︑広島
で暮らしたが︑当 時はまだＳＬ 運
行も 少なからずあり ︑特に伯 備 線
のＤ 三重連は全国的に多くの話
題を集めていた︒懐かしい思い出で
ある︒
学 校 を 卒 業 後 ︑セメント メ ー
カーに勤め︑現 在 当 社にお世 話に
なっている ︒父は 年 前に 他 界し
ているが︑蒸 気 機 関 車と 関わる 仕
事へのバトンが縁あって繋がってい
ることを ︑喜び 応 援してくれてい
ると思う︒
51

コラム終了に
あたって

今年は12月3日㊐大祭当日、秩父駅
前に
「宮地屋台」
が11年ぶりに飾り置
きされます。

12月3日㊐交通のご案内

12月3日㊐の秩父夜祭大祭に合わせ、臨時列車を増発いたします。
秩父市内は交通規制等により渋滞が予想されます。渋滞のない列車でお
越しください。
※混雑が予想されますので、余裕をもってご利用ください。
※臨時列車の時刻は、秩父鉄道各駅窓口設置の時刻表、
または秩父鉄道ホームページをご利用ください。

♦ＳＬ車内でカクテルやノンアルコールカクテ
ルの販売（くだり熊谷-秩父間）

秩父夜祭

12月2日㊏（宵宮）
・3日㊐（大祭）
・
4日㊊（流鏑馬）

12月3日㊐臨時列車を増発！
イメージ

秩父鉄道event information

december

HOT

動輪を再現した重厚感のあるキーホルダーが
新登場！ナンバープレートは、
グリーン・ブラッ
ク・レッドの3色から気に入った色を選んで。
発売価格 1,000円
（税込）
発売箇所 SL車内販売、
SL停車駅、
長瀞駅前売店、
ちちてつe-shop

食事提供「ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ＆ＢＡＲ ＳＡＬＶＡＧＥ」
開催区間 くだり熊谷-三峰口間

※定員に達し次第終了

熊 谷
武 川
寄 居
長 瀞
皆 野
秩 父
御花畑
三峰口

2017.12

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

SLパレオエクスプレス
動輪キーホルダー

ＳＬパレオdeイタリアンランチ〜サルベージ〜
12月9日㊏

♦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イタリアンランチ
☆予約受付 11月13日㊊10：00〜WEB予約

ＳＬ
停車駅

団子坂
西武秩父駅

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

秩父神社

秩父駅

御旅所

亀の子石

140

秩父駅前
特設ブース

秩父鉄道屋台村

※御旅所は交通規制がかかり17:30以降は
入ることができなくなります

※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
秩父夜祭に関するお問合せ 秩父まつり対策本部

0494-25-5209
秩父夜祭観光祭実行委員会
0494-21-2277

列車時刻に関するお問合せ 秩父鉄道運輸課

048-580-6363
（年中無休9：00〜17：00）
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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】

12 /

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

12 /

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

12

アンケートに答えてプレゼントをGETしよう！

ＳＬ運行

周年を記念して︑絵本﹁ぼくは ＳＬパレオエクスプレス﹂

とセットにした記念乗車券を発売中！
に
お話を書いた︑
おいかわまゆみさん︵絵はクリハラマリさんが担当︶
インタビューしてきました！

﹁パレオさん﹂
が届ける幸せを書きたい

際私もSLを﹃パレオさん﹄
と普段
から 呼んでいて︑人 格のようなも
のを備えているように思うことが
あるんです﹂
と話す︒

秩父鉄道勤務時代の
経験がストーリーにも

思い出を載せて
世界で１つだけの本に

埼玉県秩父市宮側町1-7 http://www.chichibu-jibasan.net

な光 景が昔から 大 好きでした﹂と
話すのは ︑絵 本 作 家のおいかわま
ゆみさ ん ︒自 身 が 書いた﹁ ぼ く は
S L パレオエクスプレス ﹂の 中 で
も ︑そんな 人々のやり 取りが見ら
れる︒﹁本の中ではSLが語るよう
に物 語が進 行していきますが︑実

自 身の子 育てをしていく 中で︑
寝かしつけをしながら布団の中で
楽しいお話を作って話を聞かせる
のが唯一ほっとできる 時 間だった
という︒
ある童話コンクールで賞を
取ったこと がきっかけとなり ︑社
内でも 童 話 執 筆の 趣 味を 知 られ
るように ︒現 在は 退 職し ︑自 身で
立ち上げた絵 本と 雑 貨の店﹁ゆめ
みる 本 屋さん﹂
の店 長としての顔
も持つ︒﹁この絵本を読んで
﹃今度︑
読み聞かせの会のメンバーと 子ど
もたちで乗りに行きます﹄と 話し
てくれる人や︑父親と一緒にＳＬで
旅行した思い出話を聞かせてくれ
る 人 もいま す ﹂︒話 を 読み 進める
と ︑最 後のページにはＳＬが描か
れ︑真ん中だけ 白 く 空いている 枠
部分がある︒﹁ここは思い出ページ
です︒
ぜひ︑ＳＬに乗って撮った写
真を 貼り ︑世 界で１つだけの絵 本
を完成させてほしいですね﹂︒
そう
言って︑
にっこりとほほ笑んだ︒

2017年
12月末まで有効

グラスワイン
１杯サービス

ゆめみる本屋さん
埼玉県熊谷市石原1714-11 NSビル1F
048-598-6047
10:00〜16:00
休 土曜、
日曜、祝日
（臨時休業あり）
石原駅から徒歩1分

☎０４９４・２５・００８８ Fax０４９４・２２・３３８４

そんなおいかわさんがSLと関
わるようになったのは ︑大 学 卒 業
後のこと ︒東 京 出 身で秩 父 鉄 道に
縁はなかったが︑友 人と 旅 行で訪
れた小川町の美しさに惹かれ︑単
身︑移住してしまった︒
ふんわりと
穏やかな外見からは想像できない
行 動 力に驚かされるばかりだが︑
そこで目にしたのが秩父鉄道の社
員募集だった︒﹁学生時代︑電車通
学でしたがその時間が楽しくて︒
一番後ろの車両に乗って︑
よくガラ
ス窓から車掌さんを観察していま
した ﹂︒入 社 後は 寄 居や 熊 谷で駅
員を 務めたほか︑S Lの車 内 販 売
などにも関わった︒﹁この時の経験
は 本の中で︑随 所に 書かれていま
す︒
お客さんや駅 員さんの様 子も
ですが︑整備員さんなども︒SLに
は裏で支える側の人たちもたくさ
んいるんだよ ︑と 伝えたくて﹂︒Ｓ
Ｌグッズの通信販売をしていた時
には ︑北 海 道からの注 文に応えた
こともある ︒なかなか乗りに来ら
れなくても ︑応 援してくれる 人が
たくさんいることを知った瞬間で
もあった︒

秩父地場産センター
ご宿泊のお客様に

SLを見るとワクワクするのは
なぜだろう？汽笛の音が聞こえて
くると ︑幼い頃に 戻ったように 駆
け 出した くなる ︒﹁ 不 思 議ですよ
ね︒SLが走ると乗っている人も︑
遠くから 眺めている 人も 皆 ︑笑 顔
で互いに手を振り合っている︒
そん

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。

1名様

14
15

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

今月は受験生へのエールの気持ち
を特集に込めてみました。写真は
取材で訪れた秩父神社。境内には
武甲山を水源とする伏流水が流れ
込み、
その池の水に浸すと文字が
浮かび上がる
「水占」
みくじが人気
とのこと。水の豊かさを感じられる
景色も広がっていました。何だかパ
ワーがもらえそう！
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
望の方に定期購読をご案
内しています。詳しいお申
込み方法については裏表
紙をご覧ください。

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。

一般財団法人 秩父地域地場産業振興センター

本誌を受付にご提示ください
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8ページで紹介したPatisserie Pomme Hoppeの
「焼き菓子詰め合わせ」を1名様にプレゼント！
8ページで紹介したまつのやの
「まわり地
蔵最中
（5個入）」
を1名様にプレゼント！
3ページで紹介した小さな洋菓子店Spoon
の
「季節のジャム」
を2名様にプレゼント！

沿線でかがやきつづける方に
インタビュー！

おいかわまゆみさん（ゆめみる本屋さん）

第2回

サンタさんは
パペットとして
使えます♫
何のジャムが
届くかは
お楽しみに♫

羽生銘菓
まわり地蔵最中（５個入）

季節のジャム

1名様
2名様

ストーリー
焼き菓子詰め合わせ

まつのや

B
小さな洋菓子店Spoon

12/1〜12/31

PRESENT

Patisserie Pomme Hoppe

C

きらり
A

応募締切

