から解放された、穏やかな時間を過ごすことができ
ます。レンガ造りの街並みを散歩したり、思わぬ場
所でヨガや太極拳を体験したり・・・。仕事や学校
のことは少し忘れて、
羽を伸ばしてみませんか。
深谷の心に触れるえん旅です。

48 あの若女将と行く商店街つれづれ歩き
（西コース）

心に触れる えん旅

都会の喧騒から少し外れた深谷では、忙しい日常

自然と触れ合う癒やしの空間

ふかや緑の王国
四季折々の自然が、さまざまなイベントやワークショップ形式で楽しめ
る、子どもにも大人にも人気の緑のテーマパーク「ふかや緑の王国」。
春には梅まつりや春まつり、夏にはホタル観賞や夏野菜の収穫体験な
ど、四季折々の催し物が企画されています。
自然の大切さや素晴らしさを再発見し、自然と人間が共生できる、癒や
しの空間です。

45
自然と触れ合う癒やし空間の
「ふかや緑の王国」
で

陶器のオブジェづくりと
王国窯焼きピザ

ふかや緑の王国で、11月に開催する「紅葉ライトアップ・あかり展」を演出する
焼き物を作ります。西洋の街並みを手作りし、あかり展会場で素敵な「あか
り」を灯しましょう。焼き物の作製後は、王国料理人が心を込めて作った特製
窯焼きピザをお召し上がりください。

9/30 土 9:00～12:30

集合場所／ふかや緑の王国
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B
料金／1,000円 定員／先着20人（最少催行人数10人）
必要物品／タオル、飲み物 駐車場／30台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※製作した作品は、
11/20
（月）
以降のお渡しとなります。
●予約先 ふかや緑の王国 ☎048-551-5551（平日9:00～17:00）
実施日の7日前までに予約

問い合わせ ふかや緑の王国 ☎０４８-５５１-５５５１ MAP／P30-B

46 プロヴァンスの

星の王子さまの世界へようこそ
！

優雅なひととき

11/8 水・15 水・22 水・29水 11:30～13:30
関越自動車道「寄居星の王子さまPA」は、園内の建物、食べ物、お土産すべて
が南仏プロヴァンスの雰囲気です。今回はレストランで、えん旅限定の特別ラ
ンチをご用意しました。プロヴァンス料理が初めての方も、グルメな方も、お腹
をペコペコにしてご参加ください。参加者全員に参加当日にパン屋でご利用
いただける10％割引券とPA限定のポストカードをプレゼント！

47 ゆったりリズムの太極拳
深谷の名所で

緑あふれる「ふかや緑の王国」と、独特な雰囲気のあるレトロな「深谷れんが
ホール」で、足腰が強くなる太極拳を楽しみ、心と体をリフレッシュしましょう！
初めての方、大歓迎です。

10/22 日 14:00～16:00
【深谷れんがホール】10/30 月 14:00～16:00
【ふかや緑の王国】

集合場所／寄居星の王子さまＰＡ内
レストラン LE PETIT PRINCE
アクセス／深谷市本郷3064-4
MAP／P31-G
料金／2,000円 定員／各日先着10人
駐車場／PA内：123台、一般道用：4台 ※一般道からでも入れます。
●予約先 寄居星の王子さまＰＡ
☎048-585-7700（10:00～18:30）

集合場所／ふかや緑の王国、深谷れんがホール
アクセス／ふかや緑の王国：深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B
深谷れんがホール：深谷市深谷町71 MAP／P30-A
料金／200円
定員／王国：先着20人（最少催行人数5人）、
れんが：先着10人（最少催行人数5人）
駐車場／王国：30台、
れんが：なし（10/30は近隣の商店街や深谷ベースの駐車場をご利用ください）
※動きやすい服装、運動靴でお越しください。
●予約先

深谷こぶし会・柳瀬

☎048-571-2933（9:00～21:00）

実施日の7日前までに予約

実施日の7日前までに予約
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49 あの若女将と行く商店街
深谷商店街のファンに
！

つれづれ歩き
（東コース）

創業180年の「きん藤旅館」を経由する東コース。若女将の愉快なトークに巻
き込まれながら、次々に出てくる試飲・試食の食べ歩きツアーです。心もお腹も
いっぱいになれます♪今夜の夕飯のおかずも買えますよ。大変お得なお土産
付き。

48 あの若女将と行く商店街
あなたの知らない深谷商店街

つれづれ歩き
（西コース）

3 0 0年の歴史を持つ「七ツ梅酒造 跡地」を経由する西コース。揚げ立てポ
テトフライやお豆 腐の試食ができる、食べ歩きツアーです。おすすめ12店
舗をぶらり街歩きしながら、若女将だから知っているお得情報、商店街の
魅力を伝えます。大変お得なお土産付き。

11/13 月 14:00～16:15

集合場所／深谷ベース アクセス／深谷市深谷町10-29
料金／600円 定員／先着20人 駐車場／18台
必要物品／買い物袋 ※歩きやすい靴でお越しください。
●予約先

MAP／P30-A

浜岡屋

☎048-571-0505
（水曜日を除く9:00～18:00）
実施日の7日前までに予約

10/28 土 14:00～16:15

集合場所／深谷ベース
アクセス／深谷市深谷町10-29
MAP／P30-A
料金／600円 定員／先着20人
駐車場／18台 必要物品／買い物袋
※歩きやすい靴でお越しください。
●予約先 浜岡屋
☎048-571-0505
（水曜日を除く9:00～18:00）
実施日の7日前までに予約

50 一人でも安心！海外で役立つ
これだけ言えたら大丈夫♪

カンタン旅行英語

海外旅行のとき、
こんなことありませんか？
・切符はどうやって買えばいいの？ ・ホテルで困った！でも、英語で聞けない。
・ショッピングで欲しいサイズがあるか、
どう聞けばいい？
これ全部、中学英語で言えます♪一人でも安心して、海外旅行を楽しめる、簡
単旅行英語が身に付きます。

街なかのコミュニティスペース

深谷ベース

中山道のレトロな街並みの中に、コンテナをモチーフとした交流施設、
深谷ベースがあります。深谷ベースには、キッチン・ギャラリー・ウッド
デッキ＆ガーデンなどのスペースがあり、飲食のイベントや絵画展、物
品販売などが行われています。施設の貸し出しも行っていますので、ぜ
ひお立ち寄りください。

10/4 水・21土 10:00～11:00

集合場所／深谷ベース アクセス／深谷市深谷町10-29 MAP／P30-A
料金／1,000円 定員／各日先着8人
（最少催行人数3人）
駐車場／18台 必要物品／筆記用具
●予約先 にじいろ英語教室
実施日の3日前までに予約

☎090-5941-8783（8:00～22:00）

問い合わせ 深谷市商工振興課 ☎０４８-577-3409 MAP／P30-A
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憧れのフルートで１曲吹けるようになる
！

51 フルート体験＆
ミニコンサート

9/30 土、11/25 土
11:00～12:00

14:00～15:00

集合場所／深谷ベース

アクセス／深谷市深谷町10-29 MAP／P30-A
料金／2,500円 定員／各回先着5人
（最少催行人数2人）

10/19木、
11/16 木 13:00～13:50
【ストレッチ＆ケア】9/26 火、
10/10 火、
11/14 火 13:00～13:50
【タヒチアンダンス】10/6 金、
11/10 金 13:00～14:00
【フラダンス】

※1人1回限り

集合場所／TAIKEIDO NEO 2階 アクセス／深谷市仲町5-1

MAP／P30-A

料金／500円 定員／各回先着10人 駐車場／10台
必要物品／飲み物、
タオル、
ストレッチ＆ケアに参加の場合はバスタオル
※動きやすい服装でお越しください。
●予約先

大慶堂

☎048-571-6001（土・日曜日、
祝日を除く9:00～18:30）

実施日の前日までに予約
【フラダンス】
ハワイの 癒やされる音 楽に
合 わせて 、身 体を動かしま
す。

必要物品／手鏡
駐車場／18台
※開始前に歯磨きや口をすすいでいただきます。
●予約先 川上葉月フルート音楽教室 ☎090-9335-1796
（10:00～19:00）

【ストレッチ＆ケア】
筋肉に小さな振 動を与えた
り 、呼 吸と共 に 動 かすこと
で、血 流が良くなり、リンパ
の流れも整います。

実施日の5日前までに予約

【タヒチアンダンス】
腹筋、背筋を使い、インナー
マッスルを鍛えます。

52
健康は後からついてくる

TAIKEIDO ＮＥＯホールで
エクササイズ
血圧と同時に測定できちゃう

53 あなたの血液量で
健康チェック

血液量を測定したことはありますか？
実は血液量で、あなたの健康状態が見
えてきます。
「血液量は足りているか？」
「血液の流れは正常か？」
「末梢血管の
流れは？」測定結果で的確なアドバイス
を行います。また、ヘモグロビンチェッ
クも同時にできます。あなたにあった漢
方やサプリメントのお土産付きです。

【さんあい薬局】

10/22 日～28 土、11/12 日～18 土
9:00～17:00

【大慶堂漢方薬局】

10/9㊗～14 土、
11/20 月～25 土
10:00～17:00

集合場所／さんあい薬局、大慶堂漢方薬局
アクセス／さんあい：深谷市西島町2-13-3 MAP／P30-A
漢方：深谷市上柴町西1-17-10 MAP／P31-E
料金／無料 定員／各日先着5人 駐車場／さんあい：5台、
漢方：10台
※左腕で測定するため、
なるべく薄着でお越しください。
※開催時間中で、1人30分の所要時間となります。
●予約先 さんあい薬局 ☎048-573-9331（祝日を除く9:00～18:30）
大慶堂漢方薬局 ☎048-574-9331（日曜日を除く10:00～19:00）
実施日の前日までに予約

【さんあい薬局】

10/5 木・17火
11/14 火・30 木
14:00～15:30

【大慶堂漢方薬局】

10/14 土、
11/11土
10:00～11:30

10/26 、
11/23 ㊗

木
14:00～15:30

しつこい"冷え"対策！
！

54 東洋医学を基本に

温めポイントをセルフケアして学ぼう

温熱治療器を使って、東洋医学の考えに基づいた温めポイントをセルフケア
してみませんか？講師によるワンポイント施術も交えつつ、心地良い熱さを感
じながら、冷えの改善を実感してみませんか？６種類から選べる漢方茶を、ひ
とつお飲みいただけます。さらに、オリジナル漢方茶のお土産付きです♪
集合場所／さんあい薬局、大慶堂漢方薬局
アクセス／さんあい：深谷市西島町2-13-3 MAP／P30-A
漢方：深谷市上柴町西1-17-10 MAP／P31-E
料金／500円 定員／各日先着5人 駐車場／さんあい：5台、漢方：10台
●予約先 さんあい薬局

☎048-573-9331（祝日を除く9:00～18:30）

大慶堂漢方薬局 ☎048-574-9331（日曜日を除く10:00～19:00）
実施日の前日までに予約

Fukaya EN Tabi
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55 渋沢栄一が生涯の信念とした
論語入門編

論語をゆかりの地で学ぶ

渋沢栄一は幼少の頃から「論語」を学び、生涯を通して「論語」に親しみまし
た。難解なイメージのある「論語」を講師が易しく解説します。渋沢栄一の生
地で一緒に「論語」に接してみませんか。

10/8 ・22 日

日
14:00～16:00

深谷が生んだ
“銀行の神様”

近代日本経済の父
渋沢栄一
渋沢栄一は江戸時代～明治時代に活躍した実業家であり、富岡製糸
場の設置や、500余りの企業の設立に尽力しました。さらに、600以上
の社会福祉事業に関わり、国際親善にも尽力しました。深谷には、旧渋
沢邸「中の家」をはじめとする、渋沢栄一関連の史跡が数多く残されて
います。

集合場所／旧渋沢邸
「中の家」
前
みなみんち
アクセス／深谷市血洗島247-1
MAP／P31-D
料金／500円

定員／各日先着20人（最少催行人数5人）
必要物品／筆記用具、
メモ用紙
駐車場／30台
●予約先 渋沢栄一記念館
実施日の2日前までに予約

☎048-587-1100（平日9:00～17:00）

問い合わせ 渋沢栄一記念館 ☎048-587-1100 MAP／P31-D

56 日本資本主義の父・
論語の里まち歩きツアー

渋沢栄一ゆかりの史跡を巡る

深谷が生んだ「銀行の神様」渋沢栄一翁の生誕の地「論語の里」をガイドがご
案内します。栄一翁出身地「中の家」をはじめ、隠れた碑、神社、史跡を解説付
きで見学できるのはこのツアーだけです。
【ツアーコース】
渋沢栄一記念館⇒青淵由来之跡の碑⇒旧渋沢邸
「中の家」
⇒
諏訪神社⇒尾高惇忠生家⇒渋沢栄一記念館

57 世界にひとつの

ふっかちゃんと渋沢栄一翁が夢の共演

オリジナルクリアファイルづくり

10/15 日、
11/12日
9:20～12:30

集合場所／渋沢栄一記念館ロビー
（11/12は尾高惇忠生家）
アクセス／深谷市下手計1204（11/12は深谷市下手計236） MAP／P31-D
料金／200円 定員／各日先着20人（最少催行人数8人）
必要物品／飲み物、
雨具、
健康保険証のコピー 駐車場／渋沢栄一記念館：70台
※ハイキングができる服装でお越しください。
※昼食は含まれません。
前日18:53からのNHK天気予報で、当日9:00の
熊谷地方の天気予報が雨の場合は中止。
●予約先 渋沢栄一記念館
実施日の2日前までに予約

22

Fukaya EN Tabi

☎048-587-1100（平日9:00～17:00）

郷土の偉人・渋沢栄一が築いたレンガ工場。日本経済の礎となった、その歴
史深き跡地に建つ印刷工場で、深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃ
ん」と「渋沢翁」そして「あなた」がコラボした、世界にひとつのオリジナルクリ
アファイルを作ってみませんか？スタジオでの撮影をはじめ、デジタル編集・印
刷の見学、クリアファイル形成を行います。

11/25 土

9:15～11:30 13:15～15:30

集合場所／たつみ印刷 アクセス／深谷市上敷免28-2 MAP／P31-D
料金／1,000円 定員／各回先着10組 駐車場／30台
※クリアファイルは1組5枚のお渡しを予定しています。
●予約先 たつみ印刷
☎048-573-2711
（平日9:00～17:00）
実施日の7日前までに予約

香りに包まれて

58 心身を浄化する香ヨガ
坐禅で心を静めた後、天然の香料を使用して、自分だけのオリジナル匂い袋
を作ります。完成した匂い袋の香りに包まれながら、ヨガで自分の身体と心の
浄化をしましょう。

9/16 土

❶坐禅
13:30～14:10
❷匂い袋づくり 14:10～15:10
❸ヨガ
15:20～16:10

集合場所／瑠璃光寺 アクセス／深谷市稲荷町北9-25
MAP／P30-A

料金／❶500円 ❷2,000円 ❸1,000円
定員／❶先着20人（最少催行人数5人）❷❸先着15人（最少催行人数5人）
必要物品／❸ヨガマット、水分、
タオル 駐車場／100台
※❸身体をしめつけない服装でお越しください。
●予約先 瑠璃光寺 ☎048-571-1945（9:00～20:00）
実施日の6日前までに予約

終わりがあるから"今"を輝かせる

59 生きるを見つめる旅-１ｓ
ｔ後悔しない生き方とは何かを、皆さんと一緒に考えます。今回は、人と人をつな
ぐコミュニケーションについて、多くの出会いの場に携わってきたベテラン司
会者・小島久美子氏をお招きし、人から好感を持たれる表情・話し方などにつ
いて、実践を交えながらお話いただきます。

10/7土 13:30～15:00
集合場所／瑠璃光寺
アクセス／深谷市稲荷町北9-25 MAP／P30-A
（最少催行人数10人）
料金／1,000円 定員／先着16人
必要物品／筆記用具 駐車場／100台
●予約先 瑠璃光寺
☎048-571-1945（9:00～20:00）
実施日当日までに予約

61 光明塾でチャレンジ！
「宅建」
駆け込み寺合格率100％

「宅建士試験」
体験

元いいとも青年隊の工藤兄弟が指導

60 運動不足解消！
簡単ストレッチ

日常で使える、簡単ストレッチ方法を工藤氏が分かりやすく説明します。一人
ひとりのニーズに合わせたプログラムを組むため、低負荷でゆっくりと体をほ
ぐしたい方や、高負荷で体を鍛えたい方まで、幅広いストレッチができます。カ
ラダを伸ばして美姿勢を手に入れよう！

10/4 ・11 ・18 水・25 水

宅建士（旧宅建）、よく
耳にするけどどんな資
格？取ったら何ができ
るの？勉強の秋、チャ
レンジのきっかけをつ
くってみませんか。
宅建
士試験の体験テスト、
また合格マインドに導
く瞑想を体験します。
校 舎「 光 明 殿 」は 、
120 0年の歴史ある深
谷山瑠璃光寺境内新
設の多目的ホールで
す。有資格者の寺嫁と
お坊さんがお教えしま
す。

水
水
15:00～16:00

11/19日 14:00～16:00

集合場所／侍バッティングセンター深谷・
多目的ルーム

集合場所／瑠璃光寺内光明殿
アクセス／深谷市稲荷町北9-25 MAP／P30-A
料金／500円 定員／先着10人（最少催行人数5人）
必要物品／筆記用具 駐車場／100台
※動きやすい服装でお越しください。

アクセス／深谷市上柴町東7-19-1
MAP／P31-E
料金／無料 定員／各日先着30人
必要物品／タオル、飲み物 駐車場／15台
●予約先 侍バッティングセンター深谷 ☎048-598-8954
（11:00～21:00）
実施日の7日前までに予約

●予約先

光明塾 ☎048-501-2773（月・木曜日を除く10:00～19:00）
実施日の7日前までに予約

Fukaya EN Tabi
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