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秩 父 鉄 道 株 式 会 社 

 

秩父鉄道株式会社（本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：大谷 隆男）では、秩父地

域開通 100 周年を記念し、秩父市出身の林家たい平師匠による「チャリティー寄席」と SL

パレオエクスプレスの夜間運転および秩父駅での記念イベントを下記のとおり開催いたし

ます。 

 

記 

 

１．秩父地域開通 100 周年記念イベント 

（１）開催日時 平成 26年 10月 26日（日） 

（２）イベント内容 

◇「林家たい平」チャリティー寄席 売上金の一部を秩父市に寄付いたします。 

 ○会場 秩父地場産センター大ホール 

 ○開演 13：30（開場 13：00） 

 ○出演 林家たい平、林家あずみ 

 ○料金 一席 2,000 円（全席自由席/400席） 

 ○前売券発売箇所 熊谷・秩父・御花畑駅窓口・ちちてつ e-shop 

≪購入特典≫チケットをご購入の方に、「秩父地域開通 100 周年オリジナルクリア

ファイル」をプレゼントいたします。 

※通販サイトでご購入の場合、別途送料が必要です。 

          ※9月 8日（月）より上記発売箇所にて販売開始いたします。 

◇SL秩父地域開通 100周年記念号 

○運転時刻 

くだり 熊谷発 10：10→武川発 10：33→寄居発 11：00→長瀞発 11：37→皆野発 11：

50→秩父着 12：07 

のぼり 秩父発 18：00→皆野発 18：19→長瀞発 18：34→寄居発 19：12→武川発 19：

36→熊谷着 19：57 

未来につなぐ一歩、みなさまとともに 

秩父地域開通 100 周年 
10/26（日）チャリティー寄席＆夜汽車運行！ 



秩父市出身の林家たい平師匠が秩父駅 1 日駅長として、くだり熊谷～秩父間に

乗車いたします。のぼり列車は、秩父駅に展示後、夜間運行いたします。 

 ○料金 片道 SL整理券 510円（自由席・大人）＋乗車券 

【電話予約】秩父鉄道ＳＬ係 ℡048-523-3317（9：00～17：00） 

     ※SL整理券は 9月 26日（金）より電話または WEBサイトにて予約受付。 

     ※記念ツアーを開催します（9月 8日（月）受付開始） 

詳細資料（別紙№1）をご覧ください。 

◇秩父駅にて各種イベント 

①ステージイベント（会場：秩父駅駐車場 11:00～15：30 見学無料） 

 ○秩父屋台囃子 

 ○鉄道ものまね芸人「立川真司」漫談 

 ○地元高校生の吹奏楽演奏 

 ○鉄道アイドル「ステーション」ミニライブ 

 ○秩父舞祭 C-DANCE 

 ○「スギテツ」ミニライブ 

 ○パネルディスカッション 

②記念式典（会場：秩父駅駐車場 12：20～12：50 見学無料） 

③車両展示（会場：秩父駅東側 11:00～17：00 見学無料） 

 ○秩父ジオパークトレイン 

 ○SL（C58363） 

 ○急行リバイバルカラー 

⑥飲食販売ブース（会場：秩父駅駐車場 11:00～15：30） 

※イベント内容は急きょ変更する場合がございます。予めご了承ください。 

２．お問合せ 秩父鉄道株式会社 企画部 ℡048-523-3313（平日 9：00－17：00） 

 

≪秩父地域開通 100周年について≫ 

秩父鉄道は、秩父への鉄道敷設を目標に、明治 32 年（1899 年）11 月に上武鉄道として設

立しました。以降、熊谷から長瀞へと順次延伸を果たし、大正 3 年（1914 年）10 月 27 日

に念願の「秩父」への乗り入れを達成しました。 

開通により、「人」だけでなく、大正から昭和にかけて最盛期を迎えた「秩父銘仙」の流通、

武甲山の「石灰石輸送」など、線路をつないで沿線の皆様とともに発展してまいりました。 

これまでの感謝の気持ちと、これからも地域の足としてお役に立てるよう新たな一歩を

踏み出す記念として、さまざまイベント事業を実施しています。 

以 上 

 



別紙№1 

＜『秩父地域開通 100 周年号』記念ツアー＞ 

 

①林家たい平と行く秩父地域開通 100 周年記念イベント 

 ○行程 熊谷駅+++【ＳＬ秩父開通 100 周年記念

号・車内で昼食】+++秩父駅→記念式典見

学→林家たい平チャリティー寄席→100

周年記念イベント等見学・解散 

 ○金額 大人 4,800 円  小人 4,300円 

（フリーきっぷ・SL整理券・弁当代・寄

席代含む） 

☆記念品プレゼント 

 

②秩父地域開通 100周年記念 パレオエクスプレス夜汽車の旅 

 ○行程 秩父駅→100 周年記念イベント等見学・

解散→秩父駅+++【SL 秩父開通 100 周年

記念号・車内で弁当】+++熊谷駅 

 ○金額 大人 2,980 円  小人 2,480円 

（フリーきっぷ・SL整理券・弁当代含む） 

☆記念品プレゼント 

 

 

 

◎予約開始 9月 8日（月）10：00～ 

◎お申込み ①WEB 受付 秩父鉄道ホームページ http://www.chichibu-railway.co.jp/ 

      ②電話受付 秩父観光ツアーセンター ℡048-525-3701 

◎ツアーに関するお問い合わせ 秩父観光ツアーセンター ℡048-525-3701 

 



参考資料 

秩父地域開通 100 周年記念事業一覧 
秩父鉄道では、平成 26 年 10 月 27 日に秩父地域（親鼻駅・皆野駅・和銅黒谷駅・

大野原駅・秩父駅間）開通 100 周年を迎えます。 

4 月 1 日（火）～

12 月 31 日（水） 
記念ロゴを作製 ロゴあしらったワッペンを全社員着用 

4 月 26 日（土）～

5 月 6 日（火・休） 
「芝桜を見て秩父鉄道へ！キャンペーン」 
芝桜の丘に設置したスタンプを応募用紙に押して秩父駅窓口にお持ちいただくと、

応募用紙と引き換えに秩父地域 100 周年記念クリアフォルダ」をプレゼント。 
4 月 27 日（日） 秩父地域開通 100 周年記念ウォーク「美の山・イカリソウ群生地」 
8 月 8 日（金）～

11 月 18 日（火） 
秩父鉄道×Gakken 体験型教育イベント「ラボ・トレイン 秩父」 
お得なフリーきっぷ「ラボ・トレインパス」を使って、沿線観光を楽しみながらカ

ードを集めてミッション（研究テーマ）をクリアするイベントです。 
8 月 8 日（金）～ 
8 月 31 日（日） 

秩父鉄道アプリ・スタンプラリー 
秩父鉄道の営業情報・沿線の観光情報などが見られるスマートフォン用「秩父鉄道

アプリ」で長瀞・秩父地域にある 6 箇所のポイントでスタンプを 3 つあつめると、

オリジナル手ぬぐいをプレゼント。 
8 月 14 日（木） 秩父音頭まつり・流し踊りコンクール出場 

「秩父鉄道チーム」として、鉄道むすめ「桜沢みなの」と 100 周年ロゴをあしらっ

たユニフォームを着た社員 25 名が出場しました。 
8 月 23 日（土） 皆野町 PR 号「SL 皆野町み～なエクスプレス」運行 

SL 車内でじゃんけん大会や皆野町の物産販売など実施。皆野町キャラクター「み

～な」のヘッドマークを掲出、皆野駅・三峰口駅に「み～な」が登場しました。 
9 月 23 日（火・祝）

～ 
秩父ジオパークトレイン 
空・陸・海をテーマに、かつて秩父地方に生息していた生物のデザインを車体にフ

ルラッピングした「秩父ジオパークトレイン」が運行開始します。 
9 月 29 日（月） コンサート「アキラさんとまこと君 ふたりのオーケストラ」 

皆野町文化・芸術体験事業の一つとして、皆野町との共催によるクラシックコンサ

ート（会場：文化会館）を開催します。 
入場無料で皆野町在住者を対象にチケット配布終了。 

9 月下旬～ 
10 月下旬 

秩父地域開通 100 周年記念月間 
期間中、記念入場券発売や記念ハイキング、ミニイベントの開催など予定していま

す。詳細については、秩父鉄道ニュース 10 月号にて紹介いたします。 
10 月 25 日（土） 秩父市・宮側町ナイトバーザール 

100 周年を記念し、日程を変更して開催します。 
10 月 26 日（日） 秩父地域開通 100 周年記念「チャリティー寄席と夜汽車運行」 

秩父駅にてステージイベント、記念式典、車両展示なども同時開催します。 
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