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深谷えん旅予約方法
1
～ のプログラムの
中から、参加したいプ
ログラムを見つけよう。

お菓子の城・花園フォレストでパンづくり
稲刈りとバーベキュー
杵と臼で本格的な餅つきを深谷ハロウィーンで
ＴAIKEIDO NEO なりきりパティシエ＆シェフ
そば打ち入門道場
本場イタリア仕込みのバリスタが教えるラテアート
深谷の食材をパンにして食べちゃいます
深谷産新鮮野菜でシュウマイづくり
瑠璃光寺でとうふ工房自慢の豆腐バイキング
今が旬！シャキシャキ美味しい深谷ねぎの漬物づくり
深谷の美味しいを増量！極上の武州和牛すき焼き
酒造り体験
「１日蔵人」
あなたも和菓子職人＆まちカフェでおしゃべり
老舗の太田園で和の心に触れるひととき
深谷産天然ハチミツ絞り
古の糸巻きが放つ癒やしの光
ツリークライミングで樹上の世界へ
蘇芳染めでエコバッグ
本格的なトールペイント
深谷城跡で茶の湯に親しむ
再生紙クラフトでミニかごづくり
ローズとベリーの秋色リース
花の美しさそのままにガーデンティッシュボックスづくり
盆栽ワークショップ＆盆栽格付け
植木職人に弟子入り体験
初めてでも安心 多肉植物の寄せ植え
本場ヨーロッパの伝統的なクリスマスリース＆ツリーづくり
ハロウィーンアレンジメント
今話題のギャザリング
コチニールカイガラムシで染める
多肉植物のミニ寄せ植え
陶芸で手作りの楽しさを味わう！
スワッグづくりを楽しもう！
竹馬・竹トンボ・割り箸鉄砲遊び
盆栽の魅力をのぞいてみよう
ハーブの寄せ植え×イタリアン
なりきり看護師ケア
漆喰で貯金箱と手形を作ろう

9/1金からです。

予約開始は

2
プログラムは先着受付のため、
早めに予約しよう。
FAX・メールの場合は、件名に深谷えん旅、本文に参加希望日時、参加者全員
の氏名・住所・電話番号を明記してください。
※プログラムの実施者から、メールでご連絡する場合がありますので、携帯メールからお申し込
みいただいた場合は、
パソコンメールからの受信拒否設定を解除しておいてください。
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深谷さんぽ／ふかや緑の王国

深谷さんぽ／深谷ベース
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深谷さんぽ／近代日本経済の父 渋沢栄一
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未来を紡ぐえん旅 24
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26
深谷さんぽ／深谷グリーンパーク・パティオ
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28

深谷えん旅カレンダー
深谷えん旅集合場所MAP

知っているようで意外と知らない正しいシャンプーのやり方
自分だけの「たまご飯わん」陶芸
お気に入りの布で世界でひとつのファブリックパネル
調理家電でワンプレートランチを作っちゃおう！
まちの電気屋さんが電子レンジの裏ワザを伝授！
消しゴムで自分印づくり
陶器のオブジェづくりと王国窯焼きピザ
プロヴァンスの優雅なひととき
ゆったりリズムの太極拳
あの若女将と行く商店街つれづれ歩き
（西コース）
あの若女将と行く商店街つれづれ歩き
（東コース）
一人でも安心！海外で役立つカンタン旅行英語
フルート体験＆ミニコンサート
TAIKEIDO NEOホールでエクササイズ
あなたの血液量で健康チェック
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
渋沢栄一が生涯の信念とした論語をゆかりの地で学ぶ
日本資本主義の父・渋沢栄一ゆかりの史跡を巡る
世界にひとつのオリジナルクリアファイルづくり

深谷市って？
関東を代表する利根川と
荒川の2大河川により、豊穣
な大地の恩恵を受けた深谷
市は、野菜や切り花、鉢植え

心身を浄化する香ヨガ
生きるを見つめる旅-1st運動不足解消！簡単ストレッチ
光明塾でチャレンジ！「宅建士試験」体験

などの生産が盛んな全国有

消防署で消防・防災体験
みんなで銀行員になっちゃおう！
クラフトペーパーバンドでかわいいお魚作っちゃおう
楽しい親子時間♪
「あそび歌」で体操
パティオでお芋掘り
プールを温める材料は なんとゴミだって知っていた？
親子で参加!!パティオで食べちゃおう、
動いちゃおう

ル的存在のJR深谷駅が玄

親子で挑戦！杉の椅子と本立てづくり
親子でクリスマスリースづくり＆森のお茶会in仙元山
HONEY BEESとチアダンスを踊ろう！
武蔵ヒートベアーズのプロ野球選手と遊ぼう!!
自分で書いた絵を動かそう！
アメリカ文化を体験！英語でわくわくハロウィーン会
県民の日に身近な防災を考えてみませんか？
「自分で使える算数ゲーム」
を作ろう!!

渋沢栄一の生誕地としても

数の農業地帯です。
関越自動車道花園ICや、
レンガのまち深谷のシンボ
関口となり、首都圏から70キ
ロメートル圏内という立地と
交通の便の良さから工場進
出も進んでいます。
近代経済の基礎を築いた
知られ、
また、
ガーデンシティ
を推進している深谷市は、
花
と緑があふれ、歴史と伝統
にはぐくまれてきた文化な
ど、多くのかたを惹きつける
魅力いっぱいのまちです。

29
30
31

各プログラムの予約先へ、
お申し込みください。

えん

なんで○旅なの？
えん

●皆さんとお店の人との『縁』
を結ぶ旅

3
プログラム当日、開始時

間の10分前までに集
合場所にお越しください。

●みんなで楽しめる『エンタ』
な旅
えん

キャンセル

予約をキャンセル
する場合は、必ず
予約先に連絡し
てください。

●人が集まり
『円』
ができるような旅
そんな旅にしたいという願いを込めて、
『深谷
えん

○旅』
という名前を付けました。
えん

また、○の中には皆さんの好きな文字を入れ
ていただき、自由に旅してもらう、という意味も
込めました。

食を楽しむ えん旅
全国屈指の農業産出額を誇る深谷。
旬の野菜を生かした漬物づくりや、幻の深谷
ねぎと極上の武州和牛に舌鼓。古の作法で
釜炊きごはんの体験も。
美味しい食材がいっぱい詰まった、深谷なら
09 瑠璃光寺でとうふ工房自慢の豆腐バイキング

ではの食を楽しむえん旅です。

焼き立てパンの香りにワクワク♪

01 お菓子の城・花園フォレストで
パンづくり

ごはんの謎にせまる
！

02 稲刈りとバーベキュー
バラに囲まれたお菓子の城・花園フォレストで大人気の焼き立てパンづくりを
体験してみませんか？難しそう・・・と思っている方！しっかりパン職人がサポー
トしますので大丈夫です。自分で作ったパンは格別の味！フォレスト自慢のお
庭で食べたらもっと美味しい！！親子での参加も大歓迎です！一緒に焼き立て
パンの香りに包まれましょう。

9/27水・30 土、
10/10 火・14 土 10:00～13:00

親子で農業体験・・・鎌による稲刈り、はんでがけ、脱穀、もみすり、精米、釜炊
きごはんを体験し、ごはんができる謎にせまります。その後、炭火を使った
「バーベキュー」で収穫祭！

10/21土 9:00～15:30

集合場所／花園フォレスト
アクセス／深谷市小前田417 MAP／P30-B
料金／800円 定員／各日先着8人（最少催行人数3人）
必要物品／エプロン、
タオル、帽子（バンダナ） 駐車場／200台
※動きやすい服装でお越しください。

集合場所／花園市場グリム アクセス／深谷市武蔵野3003
MAP／P30-B 料金／9,000円 定員／先着5組（最少催行人数1組4人）
必要物品／タオル、長靴 駐車場／50台
※1組4人程度を目安にお申し込みください。
※食事は豚肉のセットとなります
（飲み物付き）。
アレルギーのある方はお伝えください。
※汚れてもよい服装でお越しください。

●予約先 花園フォレスト
☎0120-412-771（10:00～18:00） 実施日の7日前までに予約

●予約先 NPO法人うるおいのまち
☎048-580-7892（平日9:30～16:30） 実施日の前日までに予約

道の駅おかべ×西倉西間堂

03 杵と臼で本格的な餅つきを
深谷ハロウィーンで

10/28 土・29日 10:30～12:00

集合場所／道の駅おかべ イベント広場 アクセス／深谷市岡688-1
MAP／P31-C
料金／500円 定員／各日先着20人（最少催行人数10人）
駐車場／264台
※汚れてもよい、動きやすい服装でお越しください。

観光情報・お土産はここで

３つの道の駅

深谷には、毎日ふっかちゃんと触れ合える話題の新スポット「ふっかちゃん
ミュージアム」のある『はなぞの』、地酒や漬物からふっかちゃんグッズまで幅
広く商品を取り扱う『おかべ』、地域の皆さんに親しまれる『かわもと』という
３つの道の駅があります。
深谷の魅力が集結していますので、お帰りの際にはぜひお立ち寄りください。

●予約先 道の駅おかべ ☎048-585-5001（8:30～17:00）
実施日の5日前までに予約

道の駅はなぞの
MAP／P30-B

「深谷ハロウィーン」で、
西倉西間堂の和菓子職
人が、杵と臼を使ってもち
米から作る本格的な餅つ
きを伝授します。初体験
のお子さんから昔ならし
たベテランまで参加でき
ます。つきあがった餅は
あんこ餅や、ハロウィーン
風のカボチャあんで召し
上がれ♪仮装による参加
大歓迎！

道の駅かわもと
MAP／P30-B

道の駅おかべ
MAP／P31-C
問い合わせ 深谷市商工振興課 ☎０４８-５７７-３４０９

Fukaya EN Tabi

05

大人も子どもも楽しくクッキング!!

04 ＴAIKEIDO NEO

なりきりパティシエ＆シェフ

楽しく打って、
美味しく食べる

05 そば打ち入門道場
そばの味を極限に引き出す
粗引きそば粉を10 0％使っ
た2：8そばを使用します。自
分で打って食べる感動を味
わってください。そば粉は、
名産地の北海道幌加内の
そば 専門農場のものを使
用します。

【男のパエリア教室】
簡単ひと工夫で誰でも一流シェフに！！モ
テル男のパエリア教室！！

【ママ友のマフィンづくり教室】
玄米粉を使用したグルテンフリーの体に
優しいマフィン！！ママ友と一緒に楽しく
美味しい時間を過ごしませんか？

【親子で楽しくスマイルクッキー教室】
子どもでも簡単にできるお菓子づくりに
チャレンジしてみませんか？どんなスマイ
ルが描けるかな？色々アレンジ！！ファミ
リークッキング！！

【男のパエリア教室】

11/27月 19:00～21:00

【ママ友のマフィンづくり教室】

10/19木 15:00～17:00

【親子で楽しくスマイルクッキー教室】

11/18 土 15:00～17:00

集合場所／TAIKEIDO NEO Garden Cafe 1階
アクセス／深谷市仲町5-1 MAP／P30-A
料金／1,500円 定員／先着5人または5組（最少催行人数3人）
必要物品／エプロン、三角巾 駐車場／10台
※【親子で楽しくスマイルクッキー教室】5歳～小学生のお子さんとその保護者が対象です。
●予約先 TAIKEIDO NEO Garden Cafe
☎048-571-0216（9:00～22:00） 実施日の3日前までに予約

9/16 土～11/30 木 15:30～17:30

（月曜日と9/20～22・30、
10/8・10・28、
11/4・5を除く）
集合場所／LOTUS Café
アクセス／深谷市上柴町西4-10-1 カームプレイスⅡ102 MAP／P31-E
料金／2,500円 定員／各日先着6人（最少催行人数2人）
必要物品／エプロン、筆記用具 駐車場／7台
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 LOTUS Café
☎048-577-5585（月曜日を除く11:00～21:00）
実施日の5日前までに予約
イタリア製の本 格的なエス
プレッソマシーンを使用し、
エスプレッソ抽出から、世界
に一杯しかないラテアートを
体験できます。3回チャレン
ジでき、もちろん自分で入れ
たカフェラテもお飲みいただ
けます。マンツーマンでお教
えしますので、お気軽にご参
加ください。

06
アートと共に美味しいカフェラテを

本場イタリア仕込みの
バリスタが教えるラテアート

06

Fukaya EN Tabi

9/27水 16:00～18:00 10/11水 16:00～18:00
10/29日 10:00～12:00 13:00～15:00
集合場所／食事処あいん
アクセス／深谷市深谷町10-24 MAP／P30-A
料金／1,000円 定員／各回先着8人（最少催行人数4人）
必要物品／バンダナ
（手拭い）、
タオル、前掛け
（エプロン） 駐車場／10台
●予約先 食事処あいん・前川
☎090-8592-6063（9:00～20:00）
実施日の7日前までに予約

手作りパンを焼こう
！

07 深谷の食材をパンにして
食べちゃいます

一次発酵したパン生地をご用意します。可能な限り深谷の食材を使い、本当
のパンの味を味わっていただきます。あなただけの手作りパンを焼きましょ
う！！

9/27水、10/25 水、11/22 水 10:00～13:00
むーみん

集合場所／手作りパン工房夢見ing（加藤宅）

アクセス／深谷市武蔵野4020-1 MAP／P30-B
料金／1,500円 定員／各日先着4人（最少催行人数3人）
必要物品／マスク、
エプロン、
筆記用具、手拭き
（タオル） 駐車場／4台
※手指にケガをしている場合は、参加の可否をお問い合わせください。
●予約先 手作りパン工房夢見ing
☎048-507-5142（11:00～17:00）
実施日の7日前までに予約

中華料理の匠が手ほどき

08 深谷産新鮮野菜で
シュウマイづくり

本格チャイニーズレストラン「孔雀楼」で、地元野菜を使用したシュウマイづ
くりを体験できます。講師は、彩の国技能競技大会中国料理部門において
最優秀賞を受賞した橋本料理長。体験後は、手 作りシュウマイと一緒に、
シェフおすすめランチをご堪能ください。

心穏やかに 豆腐づくし

09 瑠璃光寺でとうふ工房自慢の
豆腐バイキング
る り こう じ

1200年の歴史ある「深谷山瑠璃光寺」を散策し、普段見ることができない豆
腐製造を映像で鑑賞した後、
簡単にできるおぼろ豆腐づくりを体験します。
最後に、
とうふ工房自慢の品々を使ったお料理とスイーツをバイキングで提供！
！
お土産にお豆腐１丁プレゼント！ぜひ落ち着いた時間をお過ごしください。

9/18 ㊗ 12:00～14:00

11/12 日 11:30～13:30

集合場所／埼玉グランドホテル深谷 孔雀楼
アクセス／深谷市西島町1-1-13 MAP／P30-A
料金／1,500円 定員／先着30人（最少催行人数10人） 駐車場／300台

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／1,500円 定員／先着30人（最少催行人数10人）
駐車場／100台

●予約先 埼玉グランドホテル深谷予約センター
☎048-571-2111（10:00～20:00）
実施日の2日前までに予約

●予約先 とうふ工房
☎048-574-4789（10:00～17:00）
実施日の2日前までに予約

関 東 一 の 漬 物 産 地 、深
谷。一番美味しい時期に
収穫した、柔らかくて甘い
深谷ねぎを、しょう油漬け
とピクルスの2種類を作っ
て、お持ち帰りいただけま
す。今晩のおつまみに、い
かがでしょうか！さらに、
もう一品当社のお漬物を
プレゼント。映画「6 4」の
ロケ地となった工場見学
もお楽しみください。

深谷ねぎ 始まり始まり～

11 深谷の美味しいを増量！

極上の武州和牛すき焼き

待ち遠しかった深谷ねぎが今年も始まります。11月下旬から本格的に収穫が
始まる深谷の冬ねぎですが、その中でも特別に栽培した幻の深谷ねぎを使い
ます。甘みが強く、とろける食感。名産の深谷ねぎのすき焼きは絶品です。今
回は、すき焼き入りの宴会料理を特別に提供します。グループでの参加も大
歓迎です。

11/21火・28 火 18:00～20:00

集合場所／きん藤旅館 アクセス／深谷市本住町7-54 MAP／P30-A
料金／3,000円 定員／各日先着20人
（最少催行人数2人） 駐車場／30台
●予約先 きん藤旅館 ☎048-571-1341（10:00～20:00）
実施日の7日前までに予約

杉樽の景色広がる工場で

10 今が旬！シャキシャキ

美味しい深谷ねぎの漬物づくり

11/23 ㊗・26 日 13:30～16:00

集合場所／マルツ食品
アクセス／深谷市岡部1974-5 MAP／P31-F
料金／1,000円 定員／各日先着20人（最少催行人数5人）
必要物品／包丁、
まな板、
エプロン 駐車場／20台
●予約先 マルツ食品 ☎048-585-3380（平日9:00～17:00）
実施日の5日前までに予約
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技を学ぶ えん旅
自分で作ったものを手にする喜び。
「和の心」
が
あふれる深谷で、
伝統とものづくりをあなたも。
歴史ある酒蔵で日本酒仕込みや、
老舗の茶舗
で茶の湯体験。植木の里・花園でBONSAIや
多肉植物の寄せ植えも楽しめます。
40 自分だけの
「たまご飯わん」陶芸

深谷の匠の技を学ぶえん旅です。

深谷は隠れた酒処

酒蔵のまち ふかや
深谷には、
「菊泉」
で有名な滝澤酒造、
「金大星正宗」
の銘柄で知られる
丸山酒造、
「東白菊」でおなじみの藤橋藤三郎商店、昭和レトロな風情
が残る七ツ梅酒造跡地があります。旅帰りに、深谷が誇る酒蔵に立ち
寄ってみませんか。

150年の歴史ある酒蔵の中で

12 酒造り体験「1日蔵人」
米の蒸し、麹造り、もろみの仕込みなど、本格的な酒造りをしていただきま
す。日本酒にあまり詳しくない方でも興味があればどなたでも参加できます。
日本酒という伝統と文化に触れてみたい方、お待ちしています。

11/5 日・12 日・19日・23 ㊗ 7:50～10:30
集合場所／滝澤酒造煙突付近
アクセス／深谷市田所町9-20 MAP／P30-A
料金／無料 定員／各日先着8人（最少催行人数2人）
必要物品／タオル、長靴、
帽子（バンダナ） 駐車場／6台
※動きやすい服装でお越しください。
※酒造衛生管理のため、
前日から納豆を食べないでお越しください。
※複数でのお申し込みは2人までとなります。
●予約先 滝澤酒造 ☎048-571-0267（平日9:00～17:00）
実施日の3日前までに予約

問い合わせ 深谷市商工振興課 ☎０４８-５７７-３４０９

あの和菓子を作ってみませんか

13 あなたも和菓子職人

＆まちカフェでおしゃべり

創業126年の和菓子屋で、職人とねりきりを
体験します。大 正時代のレトロな雰囲気に
びっくり。オンリーワンの和菓子を持って、ま
ちカフェへ！近所の澤田園では、お茶の王
様・玉露を体験。カフェ花見では、ふっかちゃ
んカフェオレを体験。どちらかお選びになっ
て楽しめます。ご自分で作ったねりきりは格
別ですよ。

炒り立てのほうじ茶の味と香り

14 老舗の太田園で

和の心に触れるひととき

9/30 土、
10/17火 13:30～16:00

明治10年創業の茶舗「太田園」で、美味しい日本茶の淹れ方や茶の湯体験を
します。また、店内の焙じ機を使用して、自家製「ほうじ茶」ができる過程を見
学します。炒り立てのお茶の味や香りの違いをお楽しみください。急須と炒り
立てのほうじ茶のお土産付きです。

集合場所／浜岡屋
アクセス／深谷市西島町3-17-22 MAP／P30-A
料金／2,000円 定員／各日先着12人（最少催行人数2人）
必要物品／エプロン、手拭き、
スリッパ 駐車場／10台

集合場所／太田園本店 アクセス／深谷市深谷町2-8 MAP／P30-A
料金／600円 定員／各日先着8人（最少催行人数2人） 駐車場／10台

●予約先 浜岡屋
☎048-571-0505（水曜日を除く9:00～18:00）
実施日の前日までに予約

11/12日・19日 10:00～11:00

●予約先 太田園
☎048-571-0632（水曜日を除く9:00～17:00）
実施日の7日前までに予約
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16 古の糸巻きが放つ
糸巻きあんどんの世界

癒やしの光

糸巻きに糸や伊勢型紙を巻きつけて、あなただけのオリジナル「あんどん」を

いにしえ

作ってみませんか？糸と伊勢型紙、どちらかお好きな方をお選びください。古
のあんどんの優しい光はあなたをきっと癒やしてくれますよ。子どもから大人
まで幅広く体験できます。

9/16 土～11/30 木 の月・水・金曜日

13:00～15:00

甘い香りに誘われて

15 深谷産天然ハチミツ絞り
ハチミツはどうやって作られるの？ハチミツと人間の密接な関わりとは？純粋
ハチミツと天然ハチミツの違いとは？深谷産天然ハチミツを絞って、食べ比べ
をしていただきます。絞ったハチミツはビンに詰め、マイラベルを貼ってお土産
にどうぞ。
甘い香りに包まれた素敵な時間をお過ごしください。

11/11土 10:00～11:30

13:30～15:00

15:00～17:00

集合場所／雑貨とちや
アクセス／深谷市永田393

MAP／P30-B

料金／糸：2,000円、伊勢型紙：3,000円
定員／各回先着5人
駐車場／10台
●予約先 雑貨とちや・小林
☎080-5545-0393（9:00～20:00）
実施日の前日までに予約

集合場所／花園養蜂場 アクセス／深谷市小前田644-1
MAP／P30-B
料金／1,000円 定員／各回先着20人（最少催行人数10人）
必要物品／手拭き、帽子（バンダナ）、
タオル 駐車場／20台
※作業しやすい服装（長袖長ズボン）
でお越しください。
※小学生以下は親子でご参加ください。
●予約先 花園養蜂場
☎048-584-0462（10:00～18:00）
実施日の3日前までに予約

17 ツリークライミングで
６ｍの高さに挑戦

樹上の世界へ

木と触れ合い、鳥と同じ目線で景色を眺めたり、小動物の痕跡を見つけたり、
普段とは違った景色を楽しむことができます。自然との一体感を楽しみません
か。プロのインストラクターの指導の下、自分の力で木に登ります。

10/29日 10:00～11:00

11:00～12:00
13:00～14:00 14:00～15:00

集合場所／愛鶏園 鶏旧舎（ホール・エッグファーム前）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B
料金／1,500円 定員／各回先着8人（最少催行人数5人）
駐車場／50台
※動きやすく、汚れてもよい服装で
お越しください。
※雨天・強風の場合は中止です。
●予約先 愛たまご
☎048-585-3515
（9:00～17:00）
実施日当日までに予約

18 蘇芳染めでエコバッグ
わくわく草木染め

すおう

愛たまごと手織り工房志楽の共同企画。
普段あまりなじみのない
「蘇芳染め」
を
行います。
鮮やかな紅色が特徴の染料・蘇芳で、
お買い物エコバッグを染めてみましょう。
小学生以下のお子さんや親子でのご参加も大歓迎です。

10/29日 10:00～12:30

13:00～15:30

集合場所／愛鶏園 鶏旧舎（ホール・エッグファーム前）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／ P30-B
料金／お買い物エコバッグ Sサイズ：1,000円、Mサイズ：1,800円、
Lサイズ：2,300円 定員／各回先着6人（最少催行人数2人）
必要物品／厚手のゴム手袋 駐車場／50台
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 手織り工房 志楽・國松
☎080-5070-0744
（平日9:00～12:00、
19:00～21:00）
実施日の5日前までに予約
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20 深谷城跡で茶の湯に親しむ
和を嗜む

気軽にお茶の世界に触れてみたいかたにおススメの茶会です。普段入ること
かもん りょう

のない掃部寮という隠れた茶道体験スポットで、抹茶と和菓子を嗜むという贅
沢を気軽に味わえます。

11/7火 13:30～16:00
集合場所／深谷掃部寮（深谷城址公園内）

たまご屋さんでアートを楽しむ

19 本格的なトールペイント
トールペイントとは、誰でも親しみやすく上手に描けることで人気のあるヨー
ロッパの伝統的な装飾技法です。指導は、木工作家の鈴木あけみさん。模様
の描き方からじっくり丁寧に教えますので、小さいお子さんから参加できます。
出来上がった作品はご家庭ですぐに飾れます。

10/29日 10:30～12:00

アクセス／深谷市本住町17-1

MAP／P30-A

料金／700円 定員／先着20人（最少催行人数5人） 駐車場／20台
※体験中正座をしますので、短いスカートなどでの参加はご遠慮ください。
※ふっかちゃんグッズのプレゼント付きです。
●予約先

深谷市民文化会館

☎048-573-8765（8:30～17:00）
実施日の7日前までに予約

13:30～15:00

集合場所／愛鶏園 鶏旧舎
（ホール・エッグファーム前）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B
料金／500円 定員／各回先着10人（最少催行人数2人）
必要物品／エプロン、手拭き
（タオル）
駐車場／50台
※水性アクリル絵の具を使いますので、汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 愛たまご ☎048-585-3515（9:00～17:00）
実施日当日までに予約

22 ローズとベリーの
シックな大人色で輝く

秋色リース

ローズとベリーをあしらった魅惑の秋色リースづくり。初心者でも安心して参加
できます。シックでモダンな季節感たっぷりのリースで、いつものお部屋を秋色
で彩りませんか？

9/28 木 13:00～14:00

21 再生紙クラフトで
簡単！かわいい！

ミニかごづくり

集合場所／花園文化会館アドニス
アクセス／深谷市小前田2966 MAP／P30-B
料金／1,500円 定員／先着10人
駐車場／20台
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 花園文化会館アドニス ☎048-584-6125（8:30～17:00）
実施日当日までに予約

「ふっかちゃんの小物入れ」を作製している講師の指導で、ミニかごを作りま
す。丁寧に指導しますので、
お子さんから大人の方まで安心して体験できます。
出来上がった作品には、
「ふっかちゃんの飾り（モチーフ）」を付けてお楽しみ
ください。ひょっとしたら、今年の5月にオープンした「ふっかちゃんミュージア
ム」
から、
「ふっかちゃん」
が遊びに来るかもしれませんよ♪

10/15 日 10:00～12:00

14:00～16:00

集合場所／道の駅はなぞの アルエット
（サテライト店舗内）

アクセス／深谷市小前田458-1 MAP／P30-B 料金／1,500円
定員／各回先着10人（最少催行人数5人）
必要物品／はさみ、洗濯バサミ、
ボンド 駐車場／10台
●予約先 道の駅はなぞの ☎048-584-5225（9:00～19:00）
実施日の3日前までに予約
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23 花の美しさそのままに
雑貨屋さんで楽しむ押し花アート

ガーデンティッシュボックスづくり

身近な自然の草花を使う魅力。押し花は花・植物・野菜・果物をプレスして、
香りと一緒に美しさをそのままに残します。今回は、押し花とジオラマを組み
合わせて、素敵なお庭を演出します。あなただけの世界に一つだけのオリジ
ナルティッシュボックスを作りませんか。講師が丁寧に指導しますので、初め
ての方でも素敵な作品に仕上がります。お茶＆お菓子付きです。

10/3 火・14 土 9:30～12:00
集合場所／ローズハウス アクセス／深谷市本住町9-54
料金／2,500円

24 盆栽ワークショップ＆
インテリアで楽しむモダン盆栽

MAP／P30-A

定員／各日先着10人（最少催行人数4人）

必要物品／はさみ 駐車場／15台
●予約先 ローズハウス
☎048-573-9272
（水・日曜日を除く11:00～18:00）
実施日の7日前までに予約

盆栽格付け

住まいのインテリアとして、四季の移り変わり、美しく調和する盆栽を楽しんで
みませんか？初心者の方でも気軽にお楽しみいただけます。ご自宅やオフィス
など、飾るスペースをイメージしながら作っていきます。また、盆栽格付けで正
解された方には、苔盆栽をプレゼント！

9/17日・27水、10/15 日・25 水
11/19日・29水 10:00～11:30

集合場所／酒井盆栽 アクセス／深谷市武蔵野1205 MAP／P30-B
料金／3,000円 定員／各日先着8人（最少催行人数3人）
必要物品／エプロン、
お持ち帰り用袋 駐車場／6台
※汚れてもよい、動きやすい服装でお越しください。
●予約先 酒井盆栽 ☎048-538-9830（10:00～17:00）
実施日の5日前までに予約

25 植木職人に
プロの技術を伝授！

彩り豊かで、ぷくぷくかわいら
しい、今大人気の多肉植物。
その個性いっぱいの多肉植
物を、信楽焼を焼くときに使
用する「さや鉢」を器にしてオ
リジナルな寄せ植えを作りま
しょう！

弟子入り体験

「自分で庭木を手入れしたいけど、やり方がわからない・・・」そんな方に、安全
に樹木を手入れする方法を造園の専門家が指導します。初心者でもできるコ
ツをお教えしますので、お気軽にご参加ください。

11/18 土 13:00～15:30
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／500円 定員／先着15人（最少催行人数5人）
必要物品／あれば剪定バサミ、
刈込バサミ、
ノコギリ 駐車場／30台
※作業ができる服装でお越しください。
●予約先 NPO法人うるおいのまち ☎048-580-7892
（平日9:30～16:30）
実施日の3日前までに予約

26 初めてでも安心
世界でたった１つ！
！

多肉植物の寄せ植え

11/14 火 13:30～14:30

集合場所／ガーデンビレッジHanazono アクセス／深谷市大谷1087
MAP／P30-B 料金／3,500円 定員／先着15人
必要物品／薄手の手袋、
エプロン 駐車場／10台
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 ガーデンショップＭＩ
ＹＡＢ
Ｉ
☎048-584-7790（水曜日を除く10:00～17:00） 実施日の7日前までに予約
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27 本場ヨーロッパの

本格的なリースかツリーアレンジに挑戦！

伝統的なクリスマスリース
＆ツリーづくり

本格的なクリスマスリースまたはクリスマスツリーアレンジを体験してみません
か。ナチュラルなオーナメントとシダーの香りを楽しめます。予約時に、リース
またはツリー、
どちらかをお選びください。

11/18 土・23 ㊗・26 日 15:00～16:30
集合場所／フラワーズ アクセス／深谷市西島町3-17-20
MAP／P30-A

料金／3,000円

定員／各日先着7人

駐車場／5台

※汚れてもよい服でお越しください。
※開催日以外での実施をご希望の
方は、
ご相談ください。
●予約先 フラワーズ
☎048-571-0190
（水曜日を除く9:00～19:00）
実施日の前日までに予約

28 ハロウィーンアレンジメント
花の一大産地で作る

全国屈指の花の産地・深谷の花を使って、かわいいハロウィーンアレンジメン
トを作ってみませんか。
経験豊富なフラワーデザイナーが、優しく丁寧に教えます。親子での参加も大
歓迎！

10/21土 15:00～16:30
10/29日 11:00～12:30 15:00～16:30

集合場所／フラワーズ アクセス／深谷市西島町3-17-20
料金／3,000円 定員／各日先着7人 駐車場／5台
※汚れてもよい服でお越しください。
※開催日以外での実施をご希望の方は、
ご相談ください。

MAP／P30-A

●予約先 フラワーズ ☎048-571-0190（水曜日を除く9:00～19:00）
実施日の前日までに予約

29 今話題のギャザリング
フラワーアレンジメントのような寄せ植え

ギャザリングとは、根付きの花苗を使って、フラワーアレンジメントのような仕
上がりになる、
美しい寄せ植えの技法です。
その技法を使って、
見たこともない
素敵な寄せ植えを作ってみませんか？ぜひ、
その魅力を体験してみてください。

【道の駅はなぞの】

四季の彩りを感じよう

埼玉県花植木流通センター
深谷は全国有数の花卉園芸の一大産地で、ユリは全国1位、チュー
リップは全国2位の収穫量となっています。
花だけでなく、植木産業も盛ん。道の駅や埼玉県花植木流通センター
などでは、さまざまな種類の植木や盆栽を見ることができます。

9/24日、
10/11水・29日、
11/16木・26日
10:00～12:00 13:30～15:30

【ブルーモルフォ】

10/2 ・17 、11/6 ・21火

月
火
月
10:00～12:00 13:30～15:30

集合場所／道の駅はなぞの ２階、
ブルーモルフォ
アクセス／道の駅はなぞの：深谷市小前田４５８-１ MAP／P30-B
ブルーモルフォ：深谷市大塚島74-1 MAP／P31-D
料金／2,000円 定員／各回先着15人（最少催行人数3人）
必要物品／エプロン
駐車場／道の駅はなぞの：418台
ブルーモルフォ：25台
●予約先 ブルーモルフォ
☎048-575-0012
（火曜日を除く10:00～17:00）
実施日の4日前までに予約

予約はLINEでも
できます。
ギャザリ
ング情報配信中!

問い合わせ 埼玉県花植木流通センター ☎048-572-1226 MAP／P3０-B
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30 コチニールカイガラムシ
古代染色の美

で染める

古代インカの時代から、衣料などの染色として、人々に親しまれてきた「コチ
ニールカイガラムシ（メス）」で色鮮やかな赤色や紫色に染めます。この染料
は、中南米のサボテンに付くムシで、日本には生息していません。乾燥させた、
コチニールカイガラムシをすり鉢でつぶして、染めます。貴重な染料で、普段な
かなかできない体験をしませんか？

10/14 土～16 月

9:30～12:00

集合場所／手織り工房 志楽 アクセス／深谷市高畑763-2
MAP／P31-D 料金／ストール：3,000円～、手拭い・ハンカチ：1,500円
定員／各日先着6人（最少催行人数2人） 必要物品／ゴム手袋（厚手）
駐車場／2台
※北部運動公園の駐車場もご利用いただけます。
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 手織り工房 志楽・國松
☎080-5070-0744
（平日9:00～12:00、
19:00～21:00）
実施日の5日前までに予約

31 多肉植物の

ぷっくりキュートな多肉ちゃん

ミニ寄せ植え

プニプニとした葉や独特の姿がかわいらしい多肉ちゃんを使って、ミニ寄せ植
えに挑戦してみませんか？オリジナルの寄せ植えは、眺めるたびに愛着が湧いて
きます。お世話の仕方や増やし方などのアドバイスも聞けちゃいます。親子での
参加も大歓迎です♪

10/22 日 13:30～15:30

集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／1,000円 定員／先着20人（最少催行人数5人）
必要物品／はさみ、
エプロン、
タオル 駐車場／100台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※小さなお子さんは保護者とご参加ください。
※写真の多肉植物の種類及び鉢は、当日の物とは異なります。
●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の3日前までに予約

32 陶芸で手作りの
土に触れる

楽しさを味わう
！

粘土で遊んでいた頃を思い出して、世界に一つしかない作品を手びねりで
作ってみよう！小鉢やお茶碗、置物など・・・作品は自由です。初心者・親子参
加大歓迎！地元の講師がサポートします！！「挑戦してみたい！」という気持ち
と、作品イメージを持ってお越しください。のびのびと手作り・ものづくりを楽
しむ時間はいかがですか。

緑の中で充実した余暇を

川本サングリーンパーク
緑の中で充実した時間が過ごせる川本サングリーンパーク。パターゴル
フや形が変な自転車、木々の中を走るさくら鉄道など、お子さんが笑顔
になるアトラクションがたくさん。
園内にはふっかちゃんの顔出しパネルも隠れていますので、探してみて
ください。

10/1日 10:00～12:00

集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／1,500円 定員／先着15人（最少催行人数5人）
必要物品／エプロン、
タオル 駐車場／100台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※小さなお子さんは保護者とご参加ください。
※作品の出来上がりまでに1か月程度かかりますので、完成後にご連絡します。
●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の3日前までに予約

問い合わせ 川本サングリーンパーク ☎０４８-５８３-５６１1 MAP／P31-H
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33 スワッグづくりを楽しもう！
クリスマスが待ち遠しい

「スワッグ」とは、ドイツ語で壁飾りを意味し、海外ではリースと同じくらいなじ
みがある伝統的なクリスマス飾りのひとつです。リースも素敵ですが、スワッグ
を作って、飾って、クリスマスまでの1か月を楽しく過ごしてみませんか？親子参
加大歓迎です！一つの作品をお子さんと一緒に作っても記念になりますね！

11/23 ㊗ 13:30～15:30
集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／1,500円 定員／先着15人（最少催行人数5人）
必要物品／エプロン、
タオル、
あれば剪定ばさみ、持ち帰り用の大きな紙袋
駐車場／100台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※小さなお子さんは保護者とご参加ください。
※材料は仕入れ状況により、
変わることがありますので、
ご了承ください。
●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の3日前までに予約

34 竹馬・竹トンボ・
子どもたちに伝えたい

割り箸鉄砲遊び

竹トンボや竹馬を作ったり、遊んだことはありますか？伝承遊びのおもちゃを
自分で作って遊べる貴重な体験ができます。遊びを通じて、創意工夫や道具
の扱い方も覚えよう！作り方のコツは地元の名人が優しく教えます。自作の竹
トンボが空高く飛ぶ姿は感動です！！完成したおもちゃはお土産に！

11/12 日 10:00～11:30

14:00～15:30

集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／竹馬：300円、竹とんぼ・割り箸鉄砲：100円
定員／各回先着8人
（最少催行人数3人） 必要物品／軍手 駐車場／100台
※工具や刃物を使いますので、小さなお子さんは保護者とご参加ください。
※竹トンボ・割り箸鉄砲は、
当日受付
（団体の方は事前にお問い合わせください）
。
●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の3日前までに予約

日本のみならず世界各国に愛好者を広
げているBONSAI。植え替えから水やり
などのお世話を通して、
盆栽鉢の中の四
季や10年後の姿を楽しもう！今回は持ち
運びがスムーズな小品盆栽を作ります。
愛着を持って育てた盆栽を暮れやお正
月などに飾り付けをしても楽しいですね。

35 盆栽の魅力を
植木の匠が伝授！

のぞいてみよう

10/29日、
11/26 日 13:30～15:30

36 ハーブの寄せ植え
笑いあり、
食ありのえん旅コラボ企画

×イタリアン

昨年も大好評。笑いあり、食
ありの地元同級生コンビが
送るコラボ企画。ブルーモ
ルフォのフラワーアーティス
ト森田氏からキッチンハー
ブの寄せ植えや、すぐに使
える窓辺のハーブガーデン
をお教えします。そして、そ
のハーブを使ったイタリア
ン の お 料 理 教 室 をパ ン
チャ・ピエーナのオーナー
シェフ栗原氏がご教示し、
簡単イタリアンレシピをプ
レゼント。最後は、みんなで
楽しく試食します。

10/10 火 14:30～16:30

集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／2,500円 定員／各日先着12人
（最少催行人数4人）
必要物品／エプロン、
タオル、
あれば剪定ばさみ、筆記用具 駐車場／100台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※10月はオリーブ、
11月は深山カイドウを予定していますが、
樹種及び鉢は状況に
より、変わることがありますので、
ご了承ください。

集合場所／ブルーモルフォ アクセス／深谷市大塚島74-1
MAP／ P31-D 料金／4,000円
定員／先着25人
（最少催行人数8人）
必要物品／エプロン 駐車場／25台
※汚れてもよい服装でお越しください。

●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の7日前までに予約

●予約先 ブルーモルフォ ☎048-575-0012（火曜日を除く10:00～17:00）
実施日の4日前までに予約
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37 なりきり看護師ケア
看護学校でプロが教える

普段はなかなか入ることのできない看護学校の実習室で、看護ケアについて
レクチャーします。ピンク色のユニフォームに着替えて、ハンドマッサージや
足湯などの癒やしのケアをはじめ、色々なケアのコツが楽しく学べます。終了
後には、
修了証を発行します。

漆喰には消臭機能、調湿機能、殺菌機能があるといわれています。そんな素材
を使って、貯金箱と手形を作ります。貯金箱の模型にコテで漆喰を塗り、模様
をつけたタイルなどを貼ります。手形づくりでは、台紙にタイルを貼ったり文字
や絵を描きます。大きな壁に本格的な漆喰塗の体験もできますよ。これであな
たも職人さん♪

38 漆喰で貯金箱と
手作り品でお部屋をデコレイ
ト

9/30 土 10:00～12:00
集合場所／深谷大里看護専門学校 アクセス／深谷市新戒749-1
MAP／P31-D 料金／無料 定員／先着20人（最少催行人数5人）
必要物品／タオル 駐車場／90台
※ユニフォームは女性用のみとなります。
また、小さいお子さんの場合、
ユニフォーム
のサイズがない場合があります。
●予約先 深谷大里看護専門学校
☎048-587-1370（平日9:00～17:00） 実施日の7日前までに予約

手形を作ろう

10/14 土、11/25 土 10:00～12:00
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／300円 定員／各日先着15人（最少催行人数2人） 駐車場／18台
必要物品／手拭い
※動きやすい服装でお越しください。
●予約先 鈴木工務所 ☎048-571-0252（平日9:00～17:00）
実施日の3日前までに予約

39 知っているようで意外と知らない
ちゃんと洗えてる？

毎年キャンセル待ちが出る
ほど人気の「たまご飯わん陶
芸体験」。ときがわ町で活動
している陶芸家・山本一 仁
氏の指導の下、自分にぴった
りの大きさ・形の飯わんを作
ります。仕上がりの満足度が
高く、リピーターが多い企画
です。世界に一つだけの器づ
くりをお楽しみください。名
入れもできますので、贈り物
としても喜ばれています。

正しいシャンプーのやり方

フケやかゆみ、
ベタツキ、頭皮臭、赤み、乾燥、抜け毛、薄毛など、気になる頭皮トラ
ブルを何とかしたい！
という方、間違ったシャンプーのやり方をしているかもしれません
よ。髪のプロが正しいシャンプーの仕方や知識を、施術や実験をふまえながら教えて
いきます。
あなたに合ったシャンプーのお土産付きです。
ぜひこの機会に見直してみ
てください。

10/16 月 10:00～12:00

集合場所／トータルビューティーサロン＋α103
アクセス／深谷市小前田1545-1 MAP／P30-B 料金／無料
定員／先着20人
（最少催行人数5人） 駐車場／15台
必要物品／筆記用具
※頭皮のトラブルが気になる方は、
ご自身の使っているシャンプーを
お持ちください。
●予約先
トータルビューティーサロン＋α103
☎048-584-4830
（火曜日・第３月曜日を除く
9:00～18:00）
実施日の7日前までに予約

40 自分だけの
陶芸家に学ぶ

「たまご飯わん」陶芸

10/29日

10:00～11:00 11:00～12:00
13:00～14:00 14:00～15:00

集合場所／愛鶏園 鶏旧舎（ホール・エッグファーム前）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B 料金／1,800円
定員／各回先着6人（最少催行人数5人） 駐車場／50台
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 愛たまご ☎048-585-3515（9:00～17:00）
実施日当日までに予約
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42 調理家電でワンプレート
電気屋さんでお料理

ランチを作っちゃおう
！

41 お気に入りの布で
まちカフェで一息

世界でひとつの
ファブリックパネル

深谷駅から徒歩5分。カフェ花見で、あなただけのオリジナル「ファブリックパ
ネル」を作ってみませんか？約100種類の布地から好きな柄を選んで、とってお
きのパネルを作ります。完成サイズは、23×27×2㎝。材料は、すべてご用意し
ますので、手ぶらでOK！製作後は、淹れ立てのコーヒーとデザートのセットで
ホッと一息。

毎日のごはんづくりって大変ですよね？調理家電をもっと上手に使いこなせた
ら、お料理が楽しくなるかも！？炊飯器やオーブンレンジなど6つの調理家電
を使って、ごはんに合うおかずを中心に7品目作ります！家電のプロと一緒に
作るので、機械が苦手な方も全然OK！お料理初心者からベテランまで調理
家電の進化を体験してください。

10/7土 10:00～12:30

集合場所／クボデン アクセス／深谷市萱場13-11 MAP／P31-C
料金／500円 定員／先着10人（最少催行人数3人）
必要物品／エプロン、筆記用具

駐車場／10台

※料理は店内でご試食していただき、
レシピはお持ち帰りいただけます。
※アレルギーや苦手な食材がある方は、予約時にお伝えください。
●予約先 クボデン ☎048-572-2443（水曜日を除く9:30～17:00）
実施日の7日前までに予約

9/17 、10/14 土

日
9:30～11:30

集合場所／カフェ花見
アクセス／深谷市仲町2-7
MAP／P30-A 料金／2,000円
定員／各日先着8人
駐車場／2台
※商店街駐車場もご利用いただけます。
●予約先 カフェ花見 ☎048-571-0528（水曜日を除く10:00～19:00）
実施日の前日までに予約

43 まちの電気屋さんが電子
玉子料理や煮物もあっという間に

レンジの裏ワザを伝授！

皆さん上手に電子レンジを使っていますか？一緒に調理をしながら、電子レン
ジだからこそできるメニュー、時短・簡単調理法、説明書には載っていないお
手入れ方法など、分かっていそうで分かっていなかった使い方をお教えしま
す。食材も近くのスーパーで簡単に揃うものを使います。男性の方も大歓迎。
簡単レシピ・お手入れ集をプレゼント。

10/14 土・17火 10:00～13:00
集合場所／クボデンカミシバ アクセス／深谷市上柴町西3-11-4

MAP／ P31-E 料金／500円 定員／各日先着10人
（最少催行人数5人）
必要物品／エプロン、筆記用具 駐車場／10台
※料理は店内でご試食していただきます。
※お子さん連れの方は予約時にお伝えください。

44 消しゴムで

木口木版画作家に学ぶ

自分印づくり

木口木版画家・岡澤加代子さんが、
消しゴムでオリジナルハンコを指南
します。出来上がったハンコを使っ
て、地元埼玉のユネスコ無形文化
財「細川紙（小川和紙）」の葉書や
カードなどに押して仕上げます。ま
た、完成品はハンコ布袋に入れて、
お持ち帰り。岡澤さんの木口版画
を楽しみながら、みんなでティータ
イムを楽しみましょう。お土産付き
です。

●予約先 クボデンカミシバ ☎048-573-4888
（水曜日を除く9:30～17:00）
実施日の5日前までに予約

11/3 ㊗ 13:00～15:00
集合場所／愛鶏園 鶏旧舎
（ホール・エッグファーム内）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B 料金／2,000円
定員／先着10人（最少催行人数2人）
必要物品／彫刻刀、
カッター、
エプロン 駐車場／50台
●予約先 愛たまご ☎048-585-3515（9:00～17:00）
実施日の2日前までに予約
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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

21

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
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☎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
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未来を紡ぐ えん旅

未来を担う子どもたち。いろい
ろな体験をしてもらいたい。深
谷えん旅には、そんな思いも
詰まっています。昔ながらの遊
び道具を作ったり、パソコン
を学んだり、大切な防災につ
いても考えてみませんか。
子どもたちの未来を紡ぐえん
旅です。

69 親子で挑戦!杉の椅子と本立てづくり

63 みんなで銀行員に
キッズ１日銀行員体験

なっちゃおう
！

「お金ってなんだろう」、
「 銀行ってどんなところ？」、
「 どんな仕事をしている
の？」楽しみながら学べる内容が盛りだくさん！お金を数える練習や窓口に
立って実際の銀行の仕事を体験しよう！普段は見られない銀行の中も見られ
るかも。楽しく学んで銀行員体験してみませんか。

62 消防署で消防・
いざ！
という時のために・・・

防災体験

家族の大切な命・財産を守るために、水消火器を使った初期消火体験、煙体
験ハウスで避難方法を学びましょう。
また、普段は見ることができない消防署の中を見学して、消防士の日常をのぞ
いてみましょう。

11/11土 10:00～12:00

集合場所／深谷市消防本部 アクセス／深谷市上敷免858
MAP／P31-D 料金／無料 定員／先着20組 駐車場／20台
※動きやすい服装でお越しください。
●予約先 深谷市消防本部消防総務課
☎048-571-0900（平日9:00～17:00）
実施日の10日前までに予約

11/11土 13:00～16:00
集合場所／埼玉りそな銀行深谷支店 アクセス／深谷市西島町2-19-6
MAP／P30-A 料金／無料 定員／先着20人 駐車場／30台
必要物品／筆記用具
※小学校5・6年生が対象です。
●予約先 埼玉りそな銀行深谷支店・鈴木、櫻井、長島
☎048-571-4111（ダイヤル3番）
（平日9:00～17:00）
実施日の30日前までに予約

65 楽しい親子時間♪
元いいとも青年隊の工藤兄弟が指導

「あそび歌」
で体操

ギターを使った「あそび歌」。音に合わせた体操でリズム感を、動物や乗り物
に変身してバランス感覚を養います。親子で笑って動いて楽しくカラダを動か
しちゃおう。お子さんのかわいい姿が見れますよ。講師は元いいとも青年隊の
工藤順一郎氏です。

64 クラフトペーパーバンドで
手作りの面白さを体験

かわいいお魚作っちゃおう

9/24 日 13:00～16:00

カラフルなクラフトペーパーバンドでカワイイお魚を作ります。お魚クラフトの
ほか、不思議な手作りおもちゃ「六角返し」も作製します。クラフトづくりの名
人と一緒に、
「あっ！」と驚く工作体験をお楽しみください。

10/4 水・11水・18 水・25 水 16:00～17:00

集合場所／侍バッティングセンター深谷・多目的ルーム
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 駐車場／15台
必要物品／タオル、飲み物
※2～８歳のお子さんが対象です。
２，
３歳のお子さんは保護者の同伴が必要です。
●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

集合場所／深谷公民館
（深谷生涯学習センター）
アクセス／深谷市仲町20-2 MAP／P30-A 料金／800円
定員／先着15人（最少催行人数8人） 駐車場／50台
必要物品／使い慣れたハサミ、色ペン
（マジック・色鉛筆・クレヨン等）、
作品を持ち帰る袋
※幼稚園児以下は保護者同伴でご参加ください。
※工作しやすい服装でお越しください。
●予約先 よろずの郷・石田
☎080-1162-1466（18:00～20:00）
実施日の7日前までに予約
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待ち時間は親子でエンジョイ♫

66 パティオでお芋掘り
パティオ農園でお芋掘りをしよう。お芋を窯で焼いている間は、親子で楽しい
ゲームの時間♪ゲームで汗を流して、お腹がすいたら、みんなでほくほく焼き
芋を食べましょう！パティオ特別割引券と深谷の美味しい野菜のお土産付き
です。

11/5 日 9:00～13:00

四季を彩る花と常夏プールが楽しめる

深谷グリーンパーク・パティオ

21周年を迎えた深谷グリーンパークには、北関東最大 級の屋内レ
ジャープール「アクアパラダイス・パティオ」と、花と緑がいっぱいの公
園があります。
アクアパラダイス・パティオでは、波のプールや流れるプール、ウォー
タースライダーなど、さまざまなプールを年間通して利用できます。
公園では、春はチューリップ、夏はユリ、秋はコスモスなど、四季を彩る
花々を楽しめます。

※雨天延期 ※予備日11/11
（土）

集合場所／深谷グリーンパーク・パティオ 1階受付 アクセス／深谷市樫合763
MAP／P31-F 料金／500円 定員／先着20人（最少催行人数5人）
必要物品／長靴、
軍手、
スコップ、
タオル 駐車場／600台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※芋は、
1人3株までとなります。
●予約先 深谷グリーンパーク・パティオ
☎048-574-5000
（火曜日を除く9:00～21:00）
実施日の6日前までに予約

問い合わせ 深谷グリーンパーク・パティオ ☎０４８-５７４-５００0 MAP／P31-F

深谷産の野菜で煮ぼうとう

68 親子で参加！
！パティオで

食べちゃおう、動いちゃおう

深谷グリーンパーク・パティオで育った野菜を収穫して、
深谷の郷土料理・煮ぼうとう
をみんなで作って食べます。
煮ぼうとうを煮込む間、
親子で全身コミュニケーション
ゲームをして、
健康づくりにチャレンジしましょう。
参加者には、
収穫した野菜とパティ
オのプール特別割引券をプレゼント！

パティオの秘密探検＆グルメ

67 プールを温める材料は

なんとゴミだって知っていた？

北関東最大の全天候型屋内レジャープール
「アクアパラダイス・パティオ」。
そ
のプールの水が温まる秘 密がゴミだって知っていますか？お隣の清 掃 工 場と
パティオの探検で、熱をつくる秘密を知ろう
！ランチは深谷産の野菜を使ったス
ペイン料理に挑戦!! 満腹になったらプールで泳いで、公園で走って、楽しく遊
びましょう♪パティオ特別割引券と深谷の美味しい野菜のお土産付きです。

11/14 火 10:30～13:30

集合場所／深谷グリーンパーク・パティオ １階受付 アクセス／深谷市樫合763
MAP／P31-F 料金／大人：500円、小学生以下：300円
定員／先着20人
（最少催行人数5人）
必要物品／プール利用の方は水着など水泳用品 駐車場／600台
※当日は県民の日のため、
プール利用料は無料です。
●予約先 深谷グリーンパーク・パティオ
☎048-574-5000（火曜日を除く9:00～21:00）
実施日の4日前までに予約
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11/3 ㊗ 9:30～13:30
集合場所／深谷グリーンパーク・パティオ 1階受付
アクセス／深谷市樫合763 MAP／P31-F
料金／大人：500円、
小人：300円 定員／先着8組（最少催行組数5組）
必要物品／エプロン、三角巾
（バンダナ）、
ピーラー
（子ども）、
タオル、
軍手
駐車場／600台
が対象です。
※5歳～小学生のお子さんとその保護者（大人1人に対して子ども2人までが１組）
※汚れてもよい服装でお越しください。 ※悪天候時、
収穫体験は中止となります。
●予約先 深谷グリーンパーク・パティオ
☎048-574-5000（火曜日を除く9:00～21:00）
実施日の7日前までに予約

一足早いクリスマス

70 親子でクリスマスリースづくり
69
目指せ！未来の大工さん

親子で挑戦！
杉の椅子と
本立てづくり

無垢の木の「ぬくもり」と「香り」を感じな
がら、杉材の椅子と本立てを作ります。大
工さんが親切、丁寧に指導しながら、完
成までお手伝いします。作品は組立キッ
トにしてありますので、簡単に作れます。
ぜひ完成品をご家庭でお使いください。

＆森のお茶会in仙元山

親子で、仙元山の自然と触れ合いながら、オリジナルのクリスマスリースづくり
を楽しみます。リースづくりの後には、特製ハーブティーとお菓子でリフレッ
シュ！作製したクリスマスリースでコンテストも開催します。優秀者にはふっか
ちゃんグッズをプレゼント！

11/12 日 9:30～12:30
集合場所／深谷ビッグタートル正面玄関前 アクセス／深谷市上野台2568
MAP／P31-F

料金／500円

必要物品／軍手、長靴

定員／先着30組（最少催行組数10組）

駐車場／300台

※花の球根植えを行いますので、
汚れてもよい服装でお越しください。
※小学生以下のお子さんがいる親子が対象です。
●予約先 深谷ビッグタートル
☎048-572-3000
（8:30～19:00）
実施日の2日前までに予約

11/5 日 10:00～12:00
集合場所／橋屋工務店 作業場
アクセス／深谷市小前田364-1 MAP／P30-B
料金／1,500円 定員／先着5組10人
必要物品／タオル、軍手、
カナヅチ
（持っている方のみ） 駐車場／10台
※動きやすい服装でお越しください。
●予約先 橋屋工務店 ☎048-584-0797（平日10:00～15:00）
実施日の7日前までに予約

目指せ！未来のプロ野球選手！
！

72 武蔵ヒートベアーズの

プロ野球選手と遊ぼう
！
！

11/12 日 10:00～11:30

日本独立プロ野球球団「武蔵ヒートベアーズ」の選手と一緒に、キャッチ
ボールやミニゲームをして遊びます。野球を知らないお子さんや、親子が参加
しても楽しめます。

踊りたい子集まれ！

71 HONEY BEESと

チアダンスを踊ろう
！

集合場所／仙元山公園野球場 アクセス／深谷市上野台2568
MAP／P31-F 料金／500円 定員／先着20人（最少催行人数12人）
必要物品／運動靴、
グローブ、
タオル、
飲み物 駐車場／20台
※動きやすい服装でお越しください。
※都合により、会場が変更となる場合があります。
●予約先 武蔵ヒートベアーズ ☎048-598-5634（10:00～17:00）
実施日の10日前までに予約

11/12 日 13:00～14:00

日本独立プロ野球球団「武蔵ヒートベアーズ」専属チアリーダー・HONEY
BEESと一緒に、チアダンスを踊ります。HONEY BEESのメンバーが楽しく
丁寧に教えますので、小さいお子さんや親子でも参加できます。
集合場所／キララ上柴レッスン室ユリ
アクセス／深谷市上柴町西4-2-14（アリオ深谷３階） MAP／P31-E
料金／500円 定員／先着20人（最少催行人数10人）
必要物品／室内シューズ、
タオル、
飲み物 駐車場／20台
※動きやすい服装でお越しください。
※都合により、
会場が変更となる場合があります。
●予約先 武蔵ヒートベアーズ ☎048-598-5634（10:00～17:00）
実施日の10日前までに予約
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74 アメリカ文化を体験！

子どもの口から英語が飛び出す！

英語でわくわくハロウィーン会

初めてのプログラミング

73 自分で書いた絵を
動かそう
！

小学生向けのプログラミングです。パソコンは初めて、プログラミングも初め
て、でも大丈夫！！楽しく遊んじゃおう！小学校１～4年生程度の内容となりま
す。プログラミングを通じて、考える力、作る力、伝える力を学びましょう！ノー
トパソコンをお持ちの方は、
後でも遊べるように設定します。

9/18 ㊗、10/14 土 10:30～12:00

集合場所／深谷パソコン教室・サポートまならく
アクセス／深谷市上柴町東5-15-20 203（2階） MAP／P31-E
料金／500円
定員／各日先着5人（最少催行人数2人）
必要物品／あればノートパソコン、
筆記用具、
スリッパ
（上履き）
駐車場／4台

うちの子、英語でも大丈夫かなと思っていませんか？参加したらきっとこう思う
はず！「英語でお菓子交換したり、英語がとっても楽しかった！また来年もや
りたい。」Who are you?
（あなたは誰？）、I'm a witch（私は魔女よ）と紹介し
たり、I have 10 bats（コウモリ10匹あるよ）
など言えるようになります。
ハロウィーンの楽しさで、
英語の世界に子どもは引き込まれますよ。

10/22 日 10:00～11:30
集合場所／深谷ベース アクセス／深谷市深谷町10-29
料金／900円

定員／先着10人（最少催行人数5人）

MAP／P30-A

必要物品／筆記用具、色鉛筆、
お菓子を入れる袋、
お菓子（10～15個程度・500円程度）
駐車場／18台
※小学生が対象です。
ハロウィーン仮装OK（仮装なしでもOK）
●予約先 にじいろ英語教室
実施日の7日前までに予約

☎090-5941-8783（8:00～22:00）

●予約先
深谷パソコン教室・サポートまならく
☎048-575-0774（9:30～17:00）
実施日の3日前までに予約

プログラミング＠埼玉工業大学

76 「自分で使える算数ゲーム」を
作ろう！
！

75 県民の日に身近な防災を
緊急のときの
「黒」
「黄」
「赤」
「緑」
ってなあに？

プログラミングは考えること、工夫することが大事！算数ゲームのプログラミン
グを通して、自分のアイデアを実現することを体験します。さて、どんなものが
できるかな？午前中は基本的な形をつくり、午後はアレンジに挑戦です。お昼
は学食も体験できます。

考えてみませんか？

「身近な防災を考える」
をテーマに、
防災マスターと一緒に４つの内容について
勉強しよう。
テーマ① 火事だ！消防士さんのお仕事は？
テーマ② みんなが飲んでいるお水はどうやってできている？
テーマ③ 電気やガスが使えない！食べ物や飲み物はどうする？
テーマ④ 緊急のときの
「黒」
「黄」
「赤」
「緑」
ってなあに？

11/14 火 9:30～16:00

集合場所／深谷ビッグタートル アクセス／深谷市上野台2568 MAP／P31-F
料金／無料 定員／先着25人（最少催行人数10人） 駐車場／300台
※小学生以上が対象です。子どものみの参加は可。大人のみの参加は不可。
※昼食付き
（防災食）。
※食品アレルギーのある方は、
予約時にお伝えください。
※動きやすい服装でお越しください。
ふっかちゃんオリジナル
「アクモキャンドル」
※水で発光する、
のプレゼント付きです。
●予約先 深谷防災ネットワーク・中里
☎090-4708-0160（9:00～18:00）
11/1（水）
までに予約
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11/14 火 10:00～15:00
集合場所／埼玉工業大学ものづくり研究センター
アクセス／深谷市普済寺1690 MAP／P31-C 料金／500円
定員／先着10人（最少催行人数2人）
必要物品／筆記用具、
お弁当（アレルギーなどの心配のある方のみ）
駐車場／10台
※昼食付きです。
※パソコン操作が十分できる、
小学校3～6年生が対象です。
●予約先 埼玉工業大学企画広報課 ☎048-585-6805（平日9:00～17:00）
実施日の10日前までに予約

開催日

9月

深谷えん旅
カレンダー
2017.9.16～11.30
開催日

10月

プログラム No.

16日

土 ● ●

17日

日 ● ● ●

18日

祝 ● ● ●

19日

火

20日

水

21日

木

22日

金

23日

祝 ●

24日

日 ● ● ●

25日

月

26日

火

27日

水

28日

木

29日

金

30日

土 ● ● ● ● ●

開催日

プログラム No.

1日

日 ● ●

17日

火

2日

月

18日

水

3日

火

19日

木

4日

水

20日

金

5日

木

21日

土 ● ● ● ●

6日

金

22日

日 ● ● ● ● ● ●

7日

土 ● ● ●

23日

月

8日

日 ●

24日

火

9日

祝 ● ●

25日

水

10日

火

26日

木

11日

水

27日

金

12日

木

28日

土 ● ● ●

13日

金

29日

日 ● ● ● ●
● ● ● ● ●
1 ●
7 ၚ

14日

土 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

30日

月

15日

日 ● ● ● ● ●

31日

火

16日

月

開催日

11月

プログラム No.

プログラム No.

開催日

プログラム No.

1日

水

16日

木

2日

木

17日

金

3日

祝 ● ● ● ●

18日

土 ● ● ● ● ●

4日

土

19日

日 ● ● ● ● ●

5日

日 ● ● ●

20日

月

6日

月

21日

火

7日

火

22日

水

8日

水

23日

祝 ● ● ● ● ● ● ●

9日

木

24日

金

10日

金

25日

土 ● ● ● ● ●

11日

土 ● ● ● ● ●

26日

日 ● ● ● ● ●

12日

日 ● ● 12
● ● ● ● ● ● ● ●

27日

月

13日

月

28日

火

14日

火

29日

水

15日

水

30日

木
Fukaya EN Tabi

29

瑠璃光寺内
光明殿

深谷中
◦

その他の駐車場
（有料）

14

09 58 59

深谷掃部寮

（深谷城址公園内）20
フレッセイ
◦

セブンイレブン◦

深谷公民館

（深谷生涯学習センター）64
深谷市民
体育館

深谷れんがホール 47
食事処あいん 05

セブンイレブン◦ 深谷警察署入口
◦
エネオス

中山道

12

深谷

滝澤酒造
煙突付近

カフェ
花見

◦佐々木病院

◦ベルク
深谷中央
陸橋
（北）

08

13

浜岡屋

◦
下台池
公園

道
車
動
自
越
関

線
八高
JR

24

大谷

◦
セブンイレブン◦
62

花園総合
運動公園 ◦
◦
花園中
小前田駅

橋屋工務店
作業場 69
玉淀大橋
（北）

26

ガーデンビレッジ
Hanazono

手作りパン工房
夢見ing（加藤宅）
07

雑貨とちや

86

140

21 29

道の駅はなぞの

◦
花園小

140

140

道の駅はなぞの

田駅

永

黒田

秩父鉄道

荒川
花園橋
（北）

◦

道

斐街
彩甲

16

彩甲斐街道

花園フォレスト 01

B

ふかや緑の王国

埼玉県花植木
流通センター

原宿

桜沢駅

川
沢
唐

25 45 47

トータル 花園文化会館
ビューティーサロン
アドニス
+α103 39
22

254

崎線

緑ケ丘

愛鶏園 鶏旧舎

酒井盆栽

JR高

53 54 さんあい薬局

フラワーズ

（ホール・エッグファーム）
用土小
◦

埼玉グランドホテル
深谷 孔雀楼

69

27 28

◦
ローソン

埼玉りそな銀行
深谷支店

63

141

深谷駅

正智深谷高◦

62

47

41

38 48 49 50 51 74

稲荷町

TAIKEIDO NEO
23 ローズハウス
11 きん藤旅館
本住町

仲町

深谷ベース

大里農林
振興センター
◦

17

04 52

深谷

相生
郵便局
◦

127

深谷商業高
◦
ローソン◦

17

田所町
（東）

265

◦
深谷市民
文化会館

◦
図書館
◦

深谷城址
14 太田園本店
公園
◎深谷市役所 樫の実保育園
城址公園入口
深谷市役所
（前）◦

◦
ファミリー
◦深谷西小
マート

田所町

◦
深谷小

◦
深谷郵便局

深谷西小学校前

17

◦

花園市場グリム 02

Fukaya EN Tabi

瑠璃光寺

福川

17 18 19 40 44

30

A

61

唐沢川

深谷えん旅集合場所MAP

商店街駐車場
（無料）

花園IC

15

道の駅
かわもと

秩

還

往

父

140

荒川

花園養蜂場

岡
（東）
17

岡部駅入口

深谷バ
イパス

◦
ミニストップ

道の駅おかべ
イベント広場

◦
セブン
イレブン

C

矢島

03

30

大塚

ローソン◦

宿根

356

たつみ印刷

275

57

14
矢島

岡部
（南）

深谷石油
◦

新戒郵便局
◦

手織り工房
志楽

北部運動公園◦

深谷高◦

37

新戒

45

355
岡部
（北）

線

小山川

クボデン 42

岡部

高崎

◦
ミニストップ

萱場

埼玉工業大学
東京成徳大学◦
ものづくり研究センター 深谷高

大寄小 ◦大寄郵便局
◦

セブンイレブン
◦

17

内ケ島

ブルーモルフォ 29

セブンイレブン◦

76

56

D

豊里小
◦

深谷大里
看護専門学校

豊里中
◦

下手計

渋沢栄一
記念館ロビー

血洗島

355
普済寺

尾高惇忠生家

56

◦
八基小

福川

岡部小
◦

JR

旧渋沢邸
「中の家」
前
みなみんち

◦セブンイレブン

17

岡部駅

55

62

新井郵便局◦

深谷市消防本部

深谷
バイパ
ス

大寄

36

高畑
明戸

深谷消防署前
17

福川

深谷中
深谷警察署◦ ◦

唐沢川

明戸
（西）

深谷

駅

53 54

緑ケ丘

69

唐沢川

大慶堂
漢方薬局

十万石◦

崎線

クボデンカミシバ

◦
上柴西小

諏訪山▲

70 75

岡部チサン
カントリークラブ 本郷駐在所前
美里コース

46

◦ファミリーマート

藤沢中◦

62

全体地図

D

越

寄居
星の王子さまPA

31 32 33 34 35

道
車
動
自
越
関

用土駅

用土小
◦

新

A

幹

線

深谷駅

E

F

G

JR

高崎

線

埼玉県農林公園
◦
130

関
越
道
車
動
自

線
八高
JR
175

265

C

岡部駅

上

川本南小
◦

芳沼

75

ファミリー
マート
◦

本畠駐在所

265

線

69

大谷

H

新幹

人見郵便局
◦
◦ 人見
ファミリー
藤沢小学校
（東）
マート

◦
深谷はばたき
69 特別支援学校
本畠駐在所
81
◦
◦本畠郵便局

184

上越

藤沢小◦

66 67 68

86

◦
仙元山公園

72
樫合自治会館前

06

荒川

69
ビッグタートル前

グリーンパーク・
パティオ

上柴東小◦
深谷パソコン教室・73
◦セブンイ
レブン
サポートまならく
侍バッティングセンター深谷・
多目的ルーム
60 65

G

62

◦セブンイレブン

◦東都医療大学

LOTUS Café

75

マルツ食品

75

アリオ深谷
◦

（アリオ深谷3階）

パティオ北

ローソン◦

上柴公民館前

キララ上柴レッスン室ユリ 71
◦ファミリー
マート

10

◦上柴中

F

グリーンパーク入口

43

深谷赤十字病院前

◦
深谷赤十字病院

南中学校
（北）

ローソン◦
◦南中

E

JR高

川本サングリーン
パーク

B

関

越
自
動

車

道

H

69

Fukaya EN Tabi

31

心“まあるく”
出逢い旅
y!

Happ

Good!
Challe

nge!

Enjoy!
t
h
g
i
F

!
深谷の魅力をまるごと楽しんでいただくために、
76のプログラムをご用意しました。
お好みのプログラムを見つけて楽しんでください。
もちろん、いくつのプログラムに参加してもOK!

深谷えん旅は、

自分なりのえん旅満喫スケジュールを組んで深谷をご堪能ください。

9月1日（金）から
参加受付！

第5回

深谷えん旅

【問い合わせ】深谷えん旅事務局
（深谷市商工振興課） TEL.048-577-3409

