
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

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。

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 秩父夜祭

秩父鉄道event information2017.11    november秩父鉄道沿線event information 2017.11    november

12月2日㊏（宵宮）・3日㊐（大祭）

この秋も、SLのイベント情報は楽しさもりだくさん♪

【ＳＬに関するお問合せ】 秩父鉄道ＳＬ係
　 048-523-3317　　9:00～17:00
ＳＬ運転日　10～12月
赤 …土・休日時刻 緑 …平日時刻
※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。
※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月　28日㊏、29日㊐
11月　3日㊎㊗、4日㊏、5日㊐、11日㊏、12日㊐、14日㊋、
　　　18日㊏、19日㊐、23日㊍㊗、24日㊎、25日㊏、26日㊐
12月　2日㊏、3日㊐、9日㊏、10日㊐
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休 日11月12日㊐
ＳL立正大学熊谷キャンパス50周年記念号

♦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

11月5日㊐
SL運行30周年記念 美山50 秩父錦号

♦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♪

11月14日㊋
ＳＬ埼玉県民の日号

♦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）

11月19日㊐
ＳＬうどんサミット号

♦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
主催：全国ご当地うどんサミットin熊谷実行委員会 価格 500円 仕様 壁掛（Ａ2・7枚）

発売箇所 秩父鉄道各駅・ちちてつe-shop

❶秩父路カレンダー
価格 1,000円 仕様 壁掛（Ｂ2・7枚）
発売箇所 羽生駅・ＳＬ停車駅・ちちてつe-shop

❷ＳＬ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

❸秩父鉄道の車両カレンダー

2018年版カレンダー発売中!

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。
※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。

秩父夜祭「屋台観覧席」販売

観覧席
設置日時

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。

観覧席券
発売開始日時

11月1日㊌10:00から（A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。

観覧席券
発売箇所・価格

AＷＥＢ限定・ちちてつe-shop
　（http://www.chichitetsu.jp/）
　6,000円／内容：観覧席のみ
B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。

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。

（おかえり用バス）東京かえるライナー

＜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。
                                秩父観光ツアーセンター　　048-525-3701お問い合わせ・お申込み

【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。

募集期間 募集中～12月8日㊎
応募方法 秩父鉄道各駅窓口へ持参または

秩父鉄道整備促進協議会へ郵送

第19回「金子 兜太先生が選ぶ秩父鉄道の俳句」
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。
主催：秩父鉄道整備促進協議会

お問合せ 熊谷市総合政策部企画課内
秩父鉄道整備促進協議会事務局
　048-524-1111（内線228）

開催日 11月4日㊏、5日㊐
会場 寄居町市街地通り
交通 寄居駅から徒歩5分

寄居秋まつり
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。

お問合せ 寄居秋まつり実行委員会
　048-581-3012

開催日時 11月5日㊐ 15：00～20：00
会場 皆野駅前
交通 皆野駅からすぐ

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。

お問合せ 皆野横丁実行委員会
　0494-62-1311

開催日時 11月12日㊐ 9:00～15:00
会場 寄居町市街地通り商店街
交通 寄居駅から徒歩5分

ふるさとの祭典市
楽しいイベントや美味しいグルメが一堂に集ま
ります。

お問合せ ふるさとの祭典市実行委員会事務局
　048-581-2161

第24回ちちぶ荒川新そばまつり

開催日時 11月19日㊐ 10:00～15:00
会場 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

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。

★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

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

世界キャラクターさみっとin羽生

開催日時 11月25日㊏、26日㊐ 9:00～15:30
会場 羽生水郷公園
交通 羽生駅下車西口から臨時バス利用

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。

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

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

去年の様子

11月26日㊐
ＳＬいい風呂の日号

♦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

御花畑駅

秩父市役所

屋台観覧席

秩父市歴史
文化伝承館

団子坂
御神幸行列
屋台・笠鉾曳き上げ

イメージ

11月18日㊏
ＳＬパレオdeフレンチランチ～マチエール～

食事提供：Restaurant MATIERE
♦予約者限定イベント（くだり熊谷駅-三峰口駅間）
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

イメージ

秩父夜祭記念乗車券
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
発売価格 860円

（熊谷↔秩父860円：大人片道）
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