
※詳細は各施設にお問い合わせください。 
　都合により、営業時間・定休日が変わることがあります。

天長7年（830年）創立の天台宗の寺。静かな
佇まいの境内では、本堂前の枝垂桜（しだれ
ざくら）をはじめ四季折々の表情が楽しめる。
また島崎藤村ゆかりの茶室・不染亭があり、
川越茶・狭山茶発祥地としても知られる。
　

■049-222-2170 中院寺務所 ■川越駅 徒歩
25分、川越市駅 徒歩20分 ■埼玉県川越市小仙
波町5-15-1

見頃

11月
中旬～下旬

1974年7月に開園した日本初の国営公園。東京ドーム65個分の敷
地を誇り、園内を一周するサイクリングコースがある。秋には、カエデ
見本園にある約500本のカエデの仲間が鮮やかに色づく。
　

■0493-57-2111 森林公園管理センター ■森林公園駅より 国
際十王バス「立正大学」行き、「滑川中学校前」下車 徒歩5分、土曜・
日曜・祝日は直通バスあり（南口） ■開園時間/3月1日～10月31日
9:30～17:00、11月9:30～16:30、12月1日～2月末日9:30～
16:00 ■休園日/年末年始（12月31日･1月1日）、1月の第3･第
4月曜 ■入園料/高校生以上400円、65歳以上200円、小･中学
生80円 ※小学生未満は無料 ■埼玉県比企郡滑川町山田1920

見頃

11月
中旬～下旬

約1000年の歴史があり、今上天皇御生誕を記
念して植樹された縁結びイチョウのご神木は、
良縁･夫婦円満の御利益があると言われる。
　

■049-222-1396 川越八幡宮社務所
■川越駅 徒歩約6分 ■埼玉県川越市南通町19-3

国の名勝・天然記念物に指定されている
長瀞渓谷は、秩父赤壁（せきへき）や明神
の滝、虎岩、甌穴（おうけつ）などの自然の
景観を観察でき、ライン下りが有名。岩畳
は結晶片岩が、畳のように幅80メートル
長さ500メートルにわたって広がり、荒
川は、この岩畳で青く淀んだ瀞となり、
川岸の紅葉とのコントラストが鮮やか。
　

■0494-66-0307　 
   長瀞町観光案内所 
■長瀞駅 徒歩5分 
■埼玉県秩父郡長瀞町長瀞　

見頃

11月
中旬～下旬

見頃

11月
中旬～下旬

見頃

11月
中旬～下旬

武蔵野の面影をとどめる、関東でも名高い古刹（こさつ）。約43haに及
ぶ広大な境内林が広がり、とりわけ紅葉は有名で、秋が深まるころには
境内林が真っ赤に染まる。約1時間の散歩のできる紅葉散策コースあり。
　

■048-477-1242 平林寺寺務所 ■東武東上線志木駅より西
武バス「ひばりヶ丘駅北口」行き、「平林寺」下車 徒歩１分 ■開
園時間/9:00～16:30（入場は～16:00） ■拝観料/大人(中学
生以上）500円、子ども（5歳以上）200円※再入場不可、ペット
同伴お断り、食事処･売店･自動販売機はありません、紅葉時期
（11～12月）は三脚を使用しての撮影は禁止、行事により拝観
を制限する場合あり ■埼玉県新座市野火止3-1-1

見頃

11月～12月
下旬    上旬

埼玉を代表する景勝地、紅葉の名所として
知られる。その名は京都の嵐山（あらしやま）
に由来し、岩畳と槻川（つきがわ）の清流・周
囲の木々が織り成す、四季折々のみごとな
景観と自然環境を持つ地域。
　

■0493-81-4511 嵐山町観光協会 
■武蔵嵐山駅 徒歩約40分、また
は「せせらぎバスセンター方面」行
き約10分「休養地入口」下車 
■埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形

紅葉まつり
11月23･24日は「ウォーク＆グル
メ」が開催され、ご当地B級グ
ルメの嵐山辛モツ焼そばや芋煮・
焼いも・地元のうまいものなどの
販売、甘酒の無料サービスも。
■日程/11月16日（土）～
　　　  12月1日（日） 

紅葉見ナイト
ライトアップとイルミネーション
あり。■日程/11月1日（金）～
12月1日（日）
 

みのりフェスタ2013
■日程/～10月31日(木)

睡足軒の森
紅葉ライトアップ
ライトアップで幻想的な空間を
創出。日中は、呈茶や展覧会な
どを開催し、文化芸術にも親し
める。
■日程/11月22日（金）～12月1日
（日）、ライトアップは16:30～　

約2000平方メートルの敷地内にイロハモミジ、オオ
モミジなどが約40本植栽され、真っ赤に染まったモミ
ジを間近で楽しめる人気のスポット。
　

■0494-66-0307 長瀞町観光案内所 ■上長瀞駅 徒歩5分
■埼玉県秩父郡長瀞町長瀞

夕暮れの紅葉ライトアップ
■日程/11月16日（土）～12月1日（日）、17:00～21:00

武者行列－嵐山時代まつり
平安時代末期の武将・木曽義
仲と畠山重忠を讃え偲ぶおま
つり。鎧武者に扮した町民が厳
粛な出陣式の後、勇壮に町内
を練り歩く。古式火縄銃の実演
もあり迫力満点。
■日程/11月4日（月・休）

見頃

11月～12月
下旬    上旬

自然豊かな長尾根丘陵にある、音楽堂・野外ステージ、ミューズの泉、展
望ちびっ子広場、テニスコートなどの芸術･文化･スポーツ施設。3kmの
スカイロードには約500本のイチョウ並木があり、秋には黄金色に輝く。
　

■0494-25-1315 秩父ミューズパーク管理事務所（8：30～17：30） ■西武秩
父駅より秩父ミューズパーク循環バスぐるりん号乗車、「ミューズパーク南口～
展望すべり台」間のバス停で下車 ■入園料/無料 ※音楽堂、野外ステージ、テ
ニスコート利用は別途 ■埼玉県秩父郡小鹿野町長留2518 

見頃

10月～11月
下旬    上旬

天覧山の南麓にある曹洞宗の禅寺。秋には境内や庭園が見ごとな紅葉
に包まれる。本堂裏手の天覧山を利用した池泉鑑賞蓬莱庭園（ちせん
かんしょうほうらいていえん）は飯能市の指定文化
財で、日本名園百選にも選ばれている。
　

■042-973-4128 能仁寺寺務所 ■飯能駅 徒歩20分 
■開園時間/9：00～16：00 ■休園日/無休 ■拝観料/300円
※庭園および本堂拝観料  ■埼玉県飯能市飯能 1329

見頃

11月～12月
中旬    上旬

神社の約1万5千坪におよぶ敷地は、東郷平八郎元帥にちなんで東郷
公園と呼ばれている。カエデをはじめクヌギやヤマザクラなどが多く、
紅葉が始まるとあたり一面赤い葉で覆われる。
　

■042-978-0072 秩父御嶽神社社務所 ■吾野駅 徒歩25分 
■入山料/20歳以上100円 ※11月15日（金）～30日（土）もみじ
まつりの期間のみ ■埼玉県飯能市坂石580

もみじまつり
前夜祭・本祭
園内所狭しと植えられた約1000本
のモミジやカエデの紅葉を楽しめ
る。前夜祭はライトアップされたモミ
ジの下でジャズ演奏、本祭では各種
演奏や舞踊などのイベントも。
■日程/
　前夜祭 11月23日（土･祝）15:00～、
 　本　祭 11月24日（日）10:00～

高さ195メートルの自然豊かな独立峰で、山頂
からは池袋サンシャイン60や東京スカイツリー
も見渡せ、家族連れにも人気。史跡や文化財も
点在し、徳川5代将軍綱吉の生母、桂昌院が奉納
した十六羅漢像などがある。
　

■042-973-2124 飯能市役所市民生活部商工観光
推進課 ■飯能駅 徒歩20分 ■埼玉県飯能市飯能

見頃

11月～12月
中旬    上旬

見頃

11月～12月
中旬    上旬

平林寺の一画にあり、茶人･松永安左エ門の茶室も残る施設（睡足
軒）と、坐禅やギャラリーとしても利用できる紅葉亭があり、約400本
のカエデ（モミジ）、イチョウ、ケヤキなどの紅葉が美しい。
　

■048-424-9616 新座市役所生涯学習スポーツ課 ■開園時間/9:00～16:00 
※ただしライトアップ開催中は夜間特別開園～19:30 ■休園日/水曜（祝日の
場合は翌日）、ただし11月27日（水）は特別開園 ■入園料/無料 ■埼玉県新座
市野火止1-20-12 ※最寄りの駅などの交通手段は上記「平林寺」と同じ。

見頃

11月～12月
下旬    上旬

すいそくけん

2013年3月16日に東京メトロ副都心線との相互直通運転を開始して、ちょっ
と遠くのお出かけが身近になりました。東急線に乗ってつながる秋を楽しんでみ
ませんか。ライトアップやイベントで、ひと味ちがう紅葉を満喫しよう！

蔵造りの町並み
江戸時代の耐火建
築である蔵造りの
商家が立ち並び、
その名残が今でも
残っている。

時の鐘
川越のシンボルと
もいえる木造3層
16mの塔。現在も
6時、12時、15時、
18時の1日4回、鐘
が鳴らされる。

江戸時代、川越は新河
岸川（しんがしがわ）の
舟運によって、江戸との
文化・商業の交流が盛
んにおこなわれていた。
今でも重厚感あふれる
蔵造りの商家が並び、多
くの寺社が点在する、江
戸の風情が残った町。
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大倉山
第29回 大倉山秋の芸術祭2013
記念館ホールでは期間中毎日、地元団体によるライブステ
ージを開催。10月30日(水)と11月4日(月・休)は参加料
200円でお茶席コーナーも。じっくりと芸術に触れる6日間。

10月31日、横浜にガス灯が灯った日にちなんだ横浜
ガスライトフェスティバルのほか、11月1日のトワイラ
イトコンサート、3日の馬車･人力車試乗会、街角ライ
ブなど、ハイカラなイベントを体験してみよう！

「ヨルイロブンカイ」をテーマに、学生の作品展示やパフォ
ーマンス、ライブ、模擬店などの催しが行われる。学生の企
画・運営による「タマアートコンペティション」にも注目！

北部市場まつりと同時開催で、パレードや多彩な飲
食･物品の屋台、ダンスや音楽など見どころいっぱい。
恒例のフリーマーケットのほか、菅生緑地では子ども
向け冒険遊び場もあり、一日過ごせる。

■日程/10月30日（水）～11月4日（月･休）
　美術展10:00～17:00（最終日は～16:00）、ライブ9:30～21:00
■場所/大倉山記念館（大倉山駅 徒歩7分）
■お問い合わせ/080-4430-7060 秋の芸術祭事務局

馬車道
第28回 馬車道まつり

■日程/10月31日(木)～11月3日（日･祝）
　（雨天その他都合により、時間変更または中止する場合あり）
■場所/馬車道通り（馬車道駅すぐ）
■お問い合わせ/045-641-4068 馬車道商店街協同組合事務局

上野毛
多摩美術大学造形表現学部芸術祭2013 

■日程/11月3日（日･祝）･4日（月･休） 
■場所/多摩美術大学 上野毛キャンパス（上野毛駅 徒歩3分） 
■お問い合わせ/URL http://www.geisai-tamabi.info/ 
    詳細は kaminoge@geisai-tamabi.info 多摩美術大学 造形表現学部 芸術祭実行委員

渋谷
第36回 渋谷区くみんの広場
ふるさと渋谷フェスティバル2013
渋谷区と交流のある各国大使館や自治体も参加す
る区民まつり。岩手県・宮城県・福島県も招く。区内
の団体による舞台や物産販売、もちつきやスタンプ
ラリーもあるので、家族でお出かけしてみては？
■日程/11月2日（土）･3日（日･祝） 10:00～16:30、3日は～16:00、雨天決行
■場所/都立代々木公園イベント広場、渋谷公会堂前広場、
　NHKみんなの広場ふれあいホール（渋谷駅 徒歩12分） 
■お問い合わせ/03-3463-1142 渋谷区くみんの広場実行委員会事務局（区文化振興課内）

宮前平・たまプラーザ
第32回 宮前区民祭・北部市場まつり

■日程/11月10日（日） 9:00～15:00
■場所/川崎市中央卸売市場北部市場（たまプラーザ駅から「虹ヶ丘営業所」行バス
　「平津三叉路」下車）※当日は宮前平駅から8～15分間隔で無料シャトルバス運行
■お問い合わせ/044-856-3123 宮前区役所総務課 区民祭実行委員会事務局
　0180-991-320 当日の開催可否の確認

下丸子
第20回 東急沿線ハーモニカコンサート
東急沿線の東京･川崎･横浜を代表する、ハーモニ
カサークル14団体の競演。ハーモニカが醸し出す、
ちょっと懐かしく癒される音色のコンサートは、
お年寄りから赤ちゃんまで楽しめる。
■日程/11月16日（土）、11:30開場、12:00開演、16:30閉会予定
■場所/大田区民プラザ 大ホール（下丸子駅 徒歩1分）　■入場/無料
■お問い合わせ/03-3753-1689 東急沿線ハーモニカ協議会（今村）

特集
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●秋のおでかけに、お得な3種のきっぷ
●お客さまへのお願い
　線路際にお住まいのみなさまへ
●駅前放置自転車クリーンキャンペーン
●川崎の車窓から～東急フェスタ～
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※東急線各駅へのお電話は、土日祝を除き東急お客さまセンターへ転送されます（上記営業時間内）。

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

･･･････････････････････････････････ 二子玉川ライズ S.C.

二子玉川ライズ	S.C.のわくわくハロウィン！
・ファミリーデー	ハロウィンスペシャル
本物のかぼちゃを使ったランタン作り体験
や、かぼちゃをモチーフにしたかわいいギフ
トBOX（ハロキュビBOX）の装飾ワークショッ
プ、島村楽器ハロウィンコンサートなどが開
かれます。撮影スポットもご用意しています! 
みんなで仮装して参加してみませんか？
◆期間／10月26日（土）・27日（日）
◆場所／二子玉川ライズ ガレリア

・仮装	de	Trick	or	Treat
仮装をして、対象店舗のスタッフに「Trick or Treat！」と声を
かけるとお菓子がもらえます。
◆期間／10月26日（土）・27日（日）・31日（木）
◆お問い合わせ／03-3709-9109
　二子玉川ライズ S.C.　インフォメーションセンター
　http://sc.rise.sc/

･･････････････････････････ グランベリーモール（南町田駅）

ハロウィン装飾　ENJOY	HALLOWEEN
〜トリッキーのおばけパーティ♪〜
グランベリーモールのハロウィンオリジナルキャラクター「かぼ
ちゃのトリッキー」が、今年はたくさんのおばけを連れてやって
きた! ちょっぴりコワイ?! おばけパーティを楽しんじゃおう!
期間中、ほかにもさまざまなイベントが盛りだくさん。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
◆期間／〜10月31日（木）

※点灯時間は日没〜22:00
※ 10月27日（日）はハロウィンパレード＆

仮装コンテストを行います。
◆場所／モール内各所

・トリッキーのオリジナルサンバイザープレゼント
◆日時／10月20日（日）・26日（土）

①11:00〜　②13:00〜　③15:00〜　④17:00〜
※サンバイザーはなくなり   次第終了（各回約30分）

◆場所／モール内各所（荒天時はオアシススクエア）
◆お問い合わせ／ 042-795-0109　グランベリーモール
　http://www.grandberrymall.com/

････････････････････････ クイーンズスクエア横浜［アット!］

［アット！］deゲット！ スクラッチキャンペーン
［アット！］内店舗でお買い上げの5,000円分（税込）のレシート
１枚で、スクラッチカードを１枚お渡しします。合計100名さま
に、1万円分の商品券などが当たります！
◆期間／11月2日（土）〜4日（月・休）
◆スクラッチカード引換場所／［アット！］2nd 2F　プレミアムビュッフェ前

クリエイターズマルシェ
雑誌「横浜ウォーカー」セレクトのクリエイターたちによる、ワゴ
ンショップがずらり勢ぞろいします。
◆期間／11月2日（土）〜4日（月・休）
◆場所／クイーンズスクエア横浜2F　クイーンモール
◆お問い合わせ／045-682-0109 ［アット！］マネージメントオフィス
　http://www.at-yokohama.com/

･･････････････････････････････････ 武蔵小杉東急スクエア

HAPPYハロウィン
10月、館内はハロウィン装飾で彩られます。ディスプレイの中
には「カラフルパンプキン」が5つ隠れています。どこにあるの
か探してみよう！
・フェイスペインティング
武蔵小杉東急スクエア内店舗でお買い
上げの500円（税込）以上のレシートを
お持ちの方に、フェイスペインティング
を施します。同日は、近隣で地元主催
イベント「第3回コスギフェスタ2013」
を開催していますので、フェイスペイン
ティング後はフェスタへGO！
◆日程／10月27日（日）11:00〜17:00
◆場所／4Fレストランフロア

Wポイントキャンペーン
期間中、TOP&カードでのお買い上げで、TOKYUポイントが
ダブルに! お得にお買い物をお楽しみいただけます。
※一部対象外店舗あります
◆期間／11月14日（木）〜17日（日）
◆お問い合わせ／044-722-6109　武蔵小杉東急スクエア
　http://www.kosugi-square.com/
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自然にふれあい、ココロと体をリフレッシュ
東急東武東上線 ハイキングきっぷ

情緒あふれる蔵づくりの町並みと大正浪漫が息づく
東急東武東上線 小江戸川越クーポン

西武線の魅力スポットをまるごと満喫
東急西武線まるごときっぷ

秋のおでかけに、
お得な3種のきっぷ
　東横線・副都心線 相互直通運転開始後、初めて
迎える秋！東急線沿線とはひと味違う観光スポット
に出掛けませんか？
　日帰り旅行に、便利でお得なきっぷをご利用ください。
東急線各駅※の自動券売機でご購入いただけます。
※渋谷駅、こどもの国線・世田谷線各駅を除く。

■発売箇所　東急線各駅の券売機
※渋谷駅、こどもの国線・世田谷線各駅を除く。
※価格は販売駅により異なります。　※発売当日限り

　詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

お客さまへのお願い
線路際にお住まいのみなさまへ
　線路近くの樹木から伸びた枝が走行中の列車や電線
に触れると、運行に影響が出る場合がございますので、
庭の樹木の枝などが線路敷地内にはみ出さないようお
願いします。皆さまの安全と列車の安全運行を確保す
るために、ご協力をお願いします。
◆お問い合わせ　 東急お客さまセンター

駅前放置自転車クリーンキャンペーン
　東京都と神奈川県では、駅周辺に放置されている自
転車やバイクをなくすため、駅前放置自転車クリーン
キャンペーンを実施します。 自転車やバイクを放置す
ると、歩行者や緊急車両などの通行の妨げになるとと
もに、救急活動の大きな障害になります。指定場所以
外への駐輪はご遠慮ください。
■実施期間／東 京 都　 10月22日（火）〜31日（木）の10日間
　　　　　　神奈川県　10月 1日（火）〜31日（木）の1カ月間

C田園都市線

高津駅前に東急ストアがオープン！
　10月25日（金）、高津駅前の高架下に東急ストアが
オープンします。新鮮な生鮮食品はもちろん、働く女性
にうれしい簡単調理食材やデリ
カも充実しています。
■ 営 業 時 間　10:00〜23:00
■ お問い合わせ　044-822-3109

秋は渋谷で楽しもう！
TOUCH! WOWOW 2013
　東急電鉄ではWOWOWとコ
ラボして、渋谷の街を歩きながら
楽しめるイベントを開催します。
　渋谷の街を舞台に暗号の書
かれた地図を手がかりにして行う

「リアル宝探し」や、1950年から未来までの渋谷を時
空を超えて遊べる「渋谷フォトアプリ（スマホアプリ）」、
第8回渋谷音楽祭と連携した音楽ライブなど、無料で
楽しめるエンターテインメントイベントが盛りだくさん。
　ぜひ、渋谷にお出掛けください。
■日　時　11月9日（土）・10日（日）　※イベントにより時間が異なります
■場　所　渋谷ヒカリエ　ほか
■お問い合わせ　 WOWOWカスタマーセンター 

0120-325313（9:00〜20:00）
　詳細は、「TOUCH！ WOWOW 2013」ホームページ
をご覧ください。
　http://9.wowow.co.jp/

⊗高津署帝京大
溝口病院

高津駅
高津東急ストア

至渋谷→←至中央林間

世田谷線沿線イベント2013
　世田谷線沿線の各所で、秋のイベントが開催されま
す。 いつもの街角で、物産市やクラシック音楽などが
楽しめます。世田谷線に乗って出掛けてみませんか？
◆楽しさいっぱい　しもたか音楽祭
開催日　10月26日（土）・27日（日）
場　所　 下高井戸商店街通り、松沢小学校体育館
内　容　 地域コンサート、ブラスの響、街角

コンサート、クラシックの夕べ
最寄り　下高井戸駅

◆第22回　萩・世田谷幕末維新祭り
開催日　10月26日（土）・27日（日）
場　所　松陰神社通り商店街、松陰神社境内
内　容　奇兵隊パレード、萩物産展
最寄り　松陰神社前駅

◆せたがや駅前・楽市楽座
開催日　11月2日（土）・3日（日・祝）
場　所　世田谷駅前通り
内　容　 諸国物産市、落語、ミニ・ボロ市
最寄り　世田谷駅

◆お問い合わせ　 世田谷線沿線イベント2013事務局 NPO法人まちこらぼ 
A03-5426-3737（月〜金 10:00〜17:00） 
http://machicollabo.net/

糖尿病のこと、知っていますか？
世界糖尿病デーイベントのご案内
　東急病院では、11月14日の『世界糖尿病デー』にちなんでイ
ベントを開催します。

【イベント内容】　場所／東急病院西口玄関
・血糖測定、HbA1ｃ測定コーナー、糖尿病相談コーナー

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。
◆日時／11月13日（水）13:00〜15:00

・糖尿病啓発パネル展示
◆日程／11月5日（火）〜15日（金）

・世界糖尿病デー イメージカラー「ブルー」のライトアップ
◆日程／ 11月5日（火）〜14日（木） 

※ 11月10日（日）〜14日（木）は二子玉川ライズ、 
11月14日（木）は渋谷ヒカリエでもライトアップを行います

講座のお知らせ
糖尿病と合併症の話や、食事、運動について
◆日時／11月13日（水）15:30〜17:00
◆場所／東急病院　5階会議室
◆定員／60名（予約制、参加費無料）　※定員になり次第締め切り
◆申込方法／ 東急病院2F総合受付、または以下電話からお申し

込みください。
◆宛先・お問い合わせ／
　〒145-0062 大田区北千束3-27-2 東急病院 医療連携室
　A03-3717-7867　月〜金 8:45〜17:00（祝日、年末年始などを除く）
　B03-3717-4138　http://www.tokyu-hospital.jp/

■東急病院からのお知らせ
Tokyu Hospital Information

読者プレゼント

「2014年カレンダー	五島美術館名品集」を販売
収蔵品の中から選んだ名品6点を掲載
した2014年版のカレンダーを11月
1日（金）から販売します。季節感の
ある落ち着いた雰囲気でまとめてい
ます。お早めにお求めください。

■価　　格　１部1,000円（税込み）
■サ イ ズ　 縦68.5cm×横34cm
■販売期間　 11月1日(金)〜 

12月31日(火)
■販売部数　1,000部
■販売場所　 東急線の一部の駅窓口 

（ 渋谷、中目黒、自由が丘、田園調布、武蔵小杉、 
日吉、菊名、横浜、目黒、三軒茶屋、二子玉川、
溝の口、鷺沼、あざみ野、長津田、大井町、五反田、
蒲田）

■お問い合わせ　 ハローダイヤル（カレンダーのご案内） 
A03-5777-8600　8:00〜22:00（年中無休）

　詳細は、五島美術館ホームページをご覧ください。
　http://www.gotoh-museum.or.jp/

2014年カレンダー五島美術館名品集
を抽選で10名さまにプレゼント!

※�応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。なお、当選者の発表は、賞品の
発送をもってかえさせていただきます。
※�皆さまのご意見などは、今後の紙面づくりに役立てさせていただきます。個別の回
答はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。
※�ご記入いただいた個人情報は、賞品の発送および個人が特定できない統計資料の作
成にのみ使用させていただくものとし、情報の第三者提供などは一切いたしません。

締め切り　11 月19 日（火）（当日消印有効）

〒150-8533 渋谷区桜丘町31-2 東急桜丘町ビル 4F
東京急行電鉄株式会社『HOTほっとTOKYU』編集係

通常はがきに、1今月号の『HOTほっとTOKYU』のなかで関心・興
味のあった記事を1つ、ご意見・ご感想 2郵便番号・住所 3氏名 4
年齢 5電話番号 6職業 7ご自宅の最寄り駅 を明記のうえ、下記宛
先までお送りください。皆さまのご応募をお待ちしています。

五島美術館からのお知らせ

川崎の車窓から〜東急フェスタ〜
　11月10日（日）、川崎フロンターレのホームグラウン
ド等々力陸上競技場前の場外イベントスペースで、試
合前イベントとして「川崎の車窓から〜東急フェスタ〜」
を開催します。
　会場では、実物の電車（旧検測車）やバスの展示、
東急線キャラクター「のるるん」や川崎フロンターレマ
スコットの「ふろん太」との写真撮影会、オリジナルグッ
ズ販売など、楽しいコンテンツがいっぱいです。また、
当日ICカードを使って東急線でお越しいただいた方を
対象に素敵な景品が当たる「乗ってタッチ抽選会」を開
催します。
■日　時　 11月10日（日）14：00ごろ〜18：30ごろ予定 

（vs.清水エスパルス19：00キックオフの試合前）
■場　所　 等々力陸上競技場前イベントスペース（等々力プール前） 

（最寄り　武蔵小杉駅・新丸子駅）
■主なイベント内容（予定）

電車・バス車両展示、東急電鉄×川崎フロンターレのオリジナル
グッズ（Tシャツ、記念入場券）販売、乗ってタッチ抽選会、のる
るん＆ふろん太と記念撮影、踏切非常停止ボタン操作体験、など

　詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。
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東急線キャラクター　のるるん

所沢航空記念公園

時の鐘

鐘撞堂山（寄居）

※（渋谷駅～
　小竹向原駅間）

※本誌は再生紙を使用しています

【お断り】本誌に掲載されている施設･店舗･イベントの内容
などは、予告なく変更される場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

ホーム上に傾斜のある場所があります。ご注意のうえ、ご利用ください。車いす、ベビーカーなどを
ご利用のお客さまへ

線路に人が転落したら、

非常停止ボタンを押してください。
係員が駆けつけますので線路には降りないようお願いします。

ま
ず
、

ボ
タ
ン東急線

運行情報
メール

東急線運行情報メールは、東急線各線で遅延や運転見合わせなどが発生したとき、運行情報を携帯電話やスマートフォンに
メールでお知らせするサービスです。運転を見合わせた場合は、続報も配信します。ご登録はこちらから→http://tokyu.jp/

ツイッターでも配信中！
@tokyu_official をフォロー


