
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

西 武 鉄 道 株 式 会 社 
埼 玉 県 横 瀬 町 
一 般 社 団 法 人 横 瀬 町 観 光 協 会 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）と埼玉県横瀬町（町長：富田 能成）およ

び一般社団法人横瀬町観光協会（会長：楮本 佳司）は、自然あふれる芦ヶ久保と横瀬で、おとなもこどもも夏

のひと時に少しでも多くの思い出を残して欲しいという思いを込めて、相互に連携してアクセスの向上や芦

ヶ久保・横瀬地域の魅力発信をしていきます。このような時だからこそ、大自然の中での学びをご提案・発信

してまいります。 

横瀬町では、家族や友人、またお一人でも楽しく思い出づくりが出来るよう、水遊びグッズの無料貸出し、

「おうちキャンプ」や「ドローン操縦体験」など“学び”や“体験”ができるイベントを開催します。夏の自由研究

に最適な内容が盛りだくさんです。横瀬川の澄んだ水で川遊びを楽しみながら、涼を感じることもできます。 

西武鉄道ではアクセス向上のため、夏期期間中、一部の特急電車が「芦ヶ久保」駅に臨時停車するほか、親

子で体験できるイベント「電車のダイヤをつくろう」を開催します。また、「秩父漫遊きっぷ」や「秩父フリーきっ

ぷ」の提示により横瀬町の観光施設や温泉などで、割引・特典が受けられます。 

この夏、池袋駅から乗換えなしで行ける大自然の芦ヶ久保＆横瀬で過ごされてみてはいかがでしょうか。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びの森へ集まれ！ 

あしがくぼ＆よこぜ 夏の体験学習 

一部の特急電車が芦ヶ久保駅に臨時停車します♪ 

期間： 8月１日（土）～8月 3１日（月） 

「マス釣り体験」の様子 

ドローン操縦体験 

2020年 6月 24日 

横瀬町 

※写真はイメージ 

今年もやります！ 



【別紙-１】 

「あしがくぼ＆よこぜ 夏の体験学習 イベント」 

 

１．マス釣り体験 

①開 催 日 ：8月 7日（金）・21日（金） 

  ②時   間 ：①10:00～ ②11:00～ 約 1時間 

  ③参 加 料 ：1,700円（税込） 

  ④集合場所 ：あしがくぼ渓谷国際釣場（事前予約で芦ヶ久保駅まで送迎あり） 

  ⑤定   員 ：各回先着 20名（要予約） 

※幼児から可（小学生未満は保護者同伴） 

  ⑥概   要 ：手ぶらでOK！大自然の川でニジマス釣りを満喫できます。オプションでは、釣った魚を 

焼いて召し上がれます。食堂では地元グルメも堪能できます。初心者はもちろん親子連れ 

にもぴったりな体験です。 

 

２．ドローン操縦体験 

  ①開 催 日 ：8月 1日（土） 

  ②時   間 ：①10:00～ ②13:00～ 約 1時間 30分 

  ③参 加 料 ：1,200円（税込） 

  ④集合場所 ：FreaksGarage(フリークスガレージ)（横瀬駅から徒歩約 10分） 

  ⑤定   員 ：各回 6名（要予約） 

※小学 3年生以上を対象（保護者同伴の参加の場合は小学 2年生以下も可） 

  ⑥概   要 ：目指せプロパイロット！ドローン操縦体験。プロ指導員のレクチャーのもと、ドローン操縦体験を 

 します。フライトシュミレーター体験もあります。 

 

３．写経＆坐禅体験 

①開 催 日 ：8月 16日（日） 

  ②時   間 ：13：00～ （写経）約 1時間、 

14：30～ （坐禅）約 1時間 

  ③参 加 料 ：無料（小学生以上の参加となり、小学生は必ず保護者同伴の 

参加をお願いします。小学生のみの参加はできません） 

  ④集合場所 ：東林寺（横瀬駅から徒歩 7分） 

  ⑤定   員 ：先着 20名（写経のみ、坐禅のみの参加も可能）（要予約） 

  ⑥概    要 ：東林寺にて、こころ静かにお経に向かい合う贅沢な時間をお過ごしください。 

 

 

４．木工教室 

①開 催 日 ：8月 11日（火） 

  ②時   間  ：10:00～ 11:00～ 約 1時間 

  ③参 加 料 ：500円（税込）/1名 

           ※対象は 5歳以上対象、同伴の保護者の方は無料 

  ④集合場所 ：あしがくぼ笑楽校（芦ヶ久保駅から徒歩約 3分） 

  ⑤定   員 ：各回 17名（要予約） 

  ⑥概   要 ：様々な形の木の端材や自然の素材を使い、世界にたった一つのオリジナリティーあふれる 

作品を作ろう！ビー玉迷路や、動物、乗り物など作品は無限大！作品に絵を描いたり、 

色を付けたりもできます。 

※小学校高学年以上の方にはのこぎりの貸出しもできます。（汚れても差し支えない服装、 

エプロン、上履きなどをご持参ください） 

 

 



5．ニジマスつかみどり&BBQ・昆虫採取＆竹とんぼ作り 

①開 催 日 ：8月 1日（土）～8月 31日（月） ※毎日実施 

  ②時   間  ：10:00～12:00まで受付 約 2時間 

  ③参 加 料 ：3,900円（税込） ※小学生以上 

2,000円（税込） ※2歳～小学生未満 

  ④集合場所 ：小松沢レジャー農園（横瀬駅から送迎あり）  

  ⑤定   員 ：特になし（※現地にて当日 12時までの受付） 

  ⑥概   要 ：自然の川でニジマスをつかまえて、炭火で焼いてお召しあがりいただけます。富士山 

溶岩バーベキューでお腹いっぱいになった後は、昆虫採取に竹とんぼづくりを体験します。 

         

6．そば・うどん打ち体験 

①開 催 日 ：8月 1日（土）～8月 31日（月） ※毎日実施 

②時   間 ：10:00～12:00まで受付（そば）60分、（うどん）90分 

③参 加 料 ：1,800円（税込） ※小学生以上 

1,200円（税込） ※3歳～小学生未満 

④集合場所 ：小松沢レジャー農園（横瀬駅から送迎あり） 

⑤定   員 ：特になし（要予約） 

※2名以上（小学生以上）でご参加ください。（小学生は保護者同伴） 

※小学生未満のご参加には制限があります。お申込みの際にご確認ください。 

  ⑥概    要 ：「そば」か「うどん」打ちをお選びいただき、その場で打った麺をお召し上がりいただけます。 

 

7．マスつかみどり 

  ①開 催 日 ：8月 1日（土）～8月 31日（月） ※毎日実施 

※川が増水している際は中止になります。 

  ②時   間 ：10:00～13:00まで受付 約 30分 

  ③参 加 料 ：1匹 600円（税込） ※加工料込 

  ④集合場所 ：小松沢レジャー農園（横瀬駅から送迎あり） 

  ⑤定    員 ：特になし（※現地にて当日 13時までの受付） 

  ⑥概    要 ：川にじゃぶじゃぶ入ってニジマスのつかみどり体験！とったニジマスは炭火で焼いてお召 

            し上がりいただけます。とりたて、焼きたてはおいしいよ。 

 

8．あつまれ！学びの森 inおうちキャンプ 

①開 催 日 ：8月 23日（日） 

  ②時   間 ：11:00～ 約 3時間 

  ③参 加 料 ：1組 1,000円（材料費込） 

  ④集合場所 ：あしがくぼ笑楽校（芦ヶ久保駅から徒歩約 3分） 

  ⑤定    員 ：先着１０名（要予約） ※対象は中学生以下（小学生以下は保護者の同伴） 

  ⑥概    要 ：立教大学生企画。廃校となった小学校でテントを張って、キャンプを行います！そこで、 

非常食を作り、ツナ缶を使ったランプ作り、紙コップライト作りをし、防災学習も行います。 

 

9．見方が変わる！自然観察指導員と行く自然を感じるプロジェクト 

①開 催 日 ：８月３０日（日） 

  ②時   間 ：10:00～ 約２時間 

  ③参 加 料 ：１組５００円 

  ④集合場所 ：横瀬町ブコーさん観光案内所（芦ヶ久保駅から徒歩約 3分） 

  ⑤定    員 ：先着１０名（要予約） ※対象は小学生以上 

  ⑥概    要 ：自然観察指導員の丁寧な解説による、芦ヶ久保地区内の自然観察ツアーを開催！ここでしか出 

会えないモノが見つかるかも？自然観察の後は、川遊びグッズで川遊びが楽しめます。 

 



10．地球惑星科学者と行く地球を感じる学びツアー 

①開 催 日 ：８月９日（日） 

  ②時   間 ：10:00～  約６時間 

  ③参 加 料 ：１組 7,000円（税込）（大人 1名、子ども 1名分のランチ込） 

1名追加＋1,800円 

  ④集合場所 ：小松沢レジャー農園（横瀬駅から送迎あり） 

  ⑤定   員 ：小中学生の親子 5組（最小催行人員 3組）（要予約） 

  ⑥概   要 ：秩父はジオパークを有し、地質学発祥の地でもあります。地球科学者（※館野繁彦氏）によるガイ 

ドで、横瀬川での石探しから始まり、ワークショップ、講義を通して、ダイナミックな地球を感じる 

ことができる学習ツアーです。ランチにはバーベキューも楽しめます。 

※舘野 繁彦（たてのしげひこ） 

1978 年生まれ。神奈川県川崎市出身。東京工業大学地球惑星科学専攻博士課程修了。東京工業大学地球惑星

科学専攻特任助教、岡山大学惑星物質研究所特任准教授、東京工業大学地球生命研究所研究員を経て保育士へ。

世界で初めて地球中心の圧力温度条件を達成（2010 年米サイエンス誌に掲載）。博士(理学)・保育士・保育ナチ

ュラリスト・WFA(野外救命救急)。 

 

 

「西武鉄道イベント」 

 

１． 電車のダイヤをつくろう 

①開 催 日 ：8月 8日（土）・10日（月・祝）・15日（土）・22日（土） 

②時   間 ：①11:00～  ②14：００～ 約４０分 

③参 加 料 ：無料 

④集合場所 ：横瀬町ブコーさん観光案内所 

⑤定   員 ：各回先着 4組（※1組 4名さままで受付、要予約、定員に 

満たない場合当日参加も可） 

※中学生以下の方を対象（小学生以下は保護者同伴） 

※当日は事前に検温し、会場でご申告ください。 

⑥概   要 ：電車のダイヤ（運行図表）を作成できるイベントです。会場では西武鉄道こども制服をお貸しいた 

します。また、電車スクリーンを設置しますので、制服を着て記念撮影をすることができます。 

 

[その他] 

※イベントの実施内容は 2020年 6月 24日現在の内容です。今後実施内容が 

変更になる場合がございますので、詳しくは「横瀬町ブコーさん観光案内所」 

までお問合せください。 

※ブコーさん観光案内所では、きれいに整備された横瀬川で遊んで夏の思い出を

作ってもらえるよう、「川遊びグッズ」を無料で貸出します。 

※天候等の状況により、イベントは内容の変更又は中止になる場合もありますの 

で、予めご了承ください。 

※イベント開催にあたりましては、お客さまに安心してご利用いただくため、新型コロナウイルス感染症の感染予 

防対策を実施してまいります。 

※画像はすべてイメージです。 

 

【お問合せ・お申込み】 

横瀬町ブコーさん観光案内所  TEL：（0494）25-0450[営業時間：8時 30分～17時 00分] 

○お申込み用URL 
https://docs.google.com/forms/d/1MGVMO1zZbR2SVr50UicPDV0JQQNM1kbROv0fJx
emGZI/edit?ts=5ef13ba0 

 

https://docs.google.com/forms/d/1MGVMO1zZbR2SVr50UicPDV0JQQNM1kbROv0fJxemGZI/edit?ts=5ef13ba0
https://docs.google.com/forms/d/1MGVMO1zZbR2SVr50UicPDV0JQQNM1kbROv0fJxemGZI/edit?ts=5ef13ba0


【別紙-２】 

「芦ヶ久保駅に臨時停車する特急電車」 

  

１．運転日 8月 1日（土）～8月 31日（月） 

 

２．運転時刻    

  【平日】 

列車名称 池袋発 所沢発 入間市発 飯能発 芦ヶ久保着 横瀬着 西武秩父着 

ちちぶ 7号 8:30 8:54 9:05 9:14 9:43 9:47 9:51 

ちちぶ 9号 9:30 9:53 10:03 10:13 10:44 10:48 10:53 

列車名称 西武秩父発 横瀬発 芦ヶ久保発 飯能着 入間市着 所沢着 池袋着 

ちちぶ 32号 15:24 15:28 15:32 16:01 16:10 16:21 16:43 

ちちぶ 36号 16:24 16:28 16:32 17:03 17:12 17:23 17:47 

  【土休日】    

列車名称 池袋発 所沢発 入間市発 飯能発 芦ヶ久保着 横瀬着 西武秩父着 

ちちぶ 7号 8:30 8:52 9:04 9:14 9:43 9:47 9:51 

ちちぶ 9号 9:30 9:51 10:03 10:13 10:44 10:48 10:53 

列車名称 西武秩父発 横瀬発 芦ヶ久保発 飯能着 入間市着 所沢着 池袋着 

ちちぶ 32号 15:24 15:28 15:32 16:02 16:10 16:21 16:48 

ちちぶ 36号 16:24 16:28 16:32 17:02 17:11 17:22 17:46 

      

３．特急料金 

大  人 

  池  袋 所  沢 入 間 市 飯  能 芦ヶ久保 横  瀬 西武秩父 

池  袋   400 500 500 710 710 710 

所  沢 200   300 400 500 500 500 

入 間 市 250 150   300 400 500 500 

飯  能 250 200 150   400 400 400 

芦ヶ久保 360 250 200 200   300 300 

横  瀬 360 250 250 200 150   300 

西武秩父 360 250 250 200 150 150   

小  児 

  

※特急電車は全席指定席です。ご乗車の際には運賃のほかに特急料金が必要です。 

事前に特急券を購入せずにご乗車された場合には、ご利用区間の特急料金に加え特急券 1枚につき 200円 

をいただきます。 

 

４．特急券発売日時・発売場所 

  ご乗車日の１ヵ月前から、以下の時刻より発売および予約を開始します。 

  ・西武線特急券発売駅 ⇒ 7:00 

  ・西武鉄道チケットレスサービス「Smooz」 ⇒ 7:00 

  ・西武鉄道インターネット予約サービス ⇒ 7:00 

  ・JTB各店舗 ⇒ 各店舗の営業開始時刻 

一部の店舗ではお取り扱いしておりません。 

 



【別紙-３】 

「秩父漫遊きっぷ」・「秩父フリーきっぷ」特典内容 

１．期  間：8月 1日（土）～8月 31日（月） 

２．内  容：横瀬町の観光施設・温泉施設等で「秩父漫遊きっぷ」、「秩父フリーきっぷ」を提示いただくと、下記の 

割引・特典が受けられます。 

 

施設名 サービス内容 

あしがくぼ渓谷国際釣場 貸竿代サービス 

めんや 木の子茶屋 お食事をされた方、みそポテト小皿サービス 

あしがくぼフルーツガーデン お食事をされた方、手作りまんじゅうプレゼント 

琴平農園 ぶどうもぎ取りの方入園料サービス（※） 

みかど農園 ぶどう食べ放題 100円引き（※） 

小松沢レジャー農園 ぶどう食べ放題 100円引き（※）・送迎サービス（横瀬駅） 

あざみぶどう園 
ぶどうもぎ取りの方入園料サービス 

お土産ご購入の方 1割増量 

秩父湯元武甲温泉 日帰り入浴・入館料：大人 100円引き・小人 50円引き 

丸山鉱泉旅館 日帰り入浴・入館料：大人 100円引き・小人 50円引き 

しんべい 小鉢 1品サービス（要予約） 

あじ岬 お食事をされた方、コーヒー1杯サービス 

そば処 紡 ～tsumugi～ お食事代金 5％引き 

天狗坂 お食事をされた方（2名以上）、みそポテト 1皿サービス 

島田醤油店・そば屋 醤（ひしお） お食事をされた方、100円引き 

セブンイレブン秩父横瀬店 セブンカフェ アイスコーヒーレギュラーサイズ 1杯プレゼント 

焼肉デート ファーストドリンク半額（アルコール・ソフトドリンクとも可） 

ふらわー＊えっぐ ケーキセットをご注文の方、通常 100円引きのところ更に 50円引き 

横瀬町歴史民俗資料館 入館料 100円引き 

やまとーあーとみゅーじあむ 入館料 100円引き 

※ぶどう食べ放題、もぎ取りは、8 月中旬頃に開始予定です。また、天候等により前後する場合がありますので、
必ず事前にお問合せください。 

●当日に限り、きっぷ一枚につき一施設一回の割引・特典が受けられます。（複数施設利用可能） 
 
 
【上記割引・特典に関するお問合せ】 
横瀬町ブコーさん観光案内所  TEL：（0494）25-0450[営業時間：8時 30分～17時 00分] 

 
 
○秩父漫遊きっぷの詳細はこちらからご覧ください。 

https://www.seiburailway.jp/ticket/otoku/chichibu-manyu-kippu/ 
 

○秩父フリーきっぷの詳細はこちらからご覧ください。 
https://www.seiburailway.jp/ticket/otoku/chichibu-free-kippu/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.seiburailway.jp/ticket/otoku/chichibu-manyu-kippu/
https://www.seiburailway.jp/ticket/otoku/chichibu-free-kippu/


【西武鉄道に関するお問合せ先】 

西武鉄道お客さまセンター TEL(04)2996-2888  

2020年6月30日まで 

[短縮営業時間：9時00分～17時00分（平日）、9時00分～14時00分（土曜日・祝日）] 

 ※日曜日は臨時休業しております。 

2020年7月1日から当面の間 

[短縮営業時間：9時00分～17時00分（全日）] 

※お客さまおよび従業員への新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止を目的に、当面の間、  

一部臨時休業や営業時間の短縮しております。  

 
 
【横瀬町・イベントに関するお問合せ先】 

横瀬町ブコーさん観光案内所 ＴＥＬ．（0494）25－0450 

[営業時間：8時 30分～17時 00分] 

 
 
 
                                                              以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


