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むさしの村 関東地方スペシャルウィーク

関東地方（埼玉・茨城・群馬・栃木・千葉・東京）にお住いのお客
様に入園+フリーパスを割引価格で販売。

開催場所 緑の中のファミリーランド むさしの村

所在地 加須市志多見1700-1

アクセス 東北自動車加須IC・羽生ICから約20分

開催日
11/7（月）～11/14（月）
※11/9（水）は休園日

開催時間
営業時間
平日 9:30-16:00
土日祝 9:30-16:30

備考
入園ゲートのみでの販売。
お住いを証明できるものをお持ちください。（お子様は保護者のものでも構いません。）
11/9（水）は休園日です。

特典
通常価格入園+フリーパス
大人2,900円/小人2,300円を大人・小人共通で2,000円で販売。

メール info@musashinomura.co.jp

電話 0480-61-4126

URL http://www.musashinomura.co.jp/
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大東文化大学ビアトリクス・ポター 資料館
県民の日無料開放

11月14日（月）は県民の日のため、資料館を無料開放致します。

開催場所 ビアトリクス・ポター 資料館

所在地 埼玉県東松山市岩殿554埼玉県こども動物自然公園内

アクセス 東武東上線高坂駅から川越観光バス「鳩山ニュータウン」行き「動物公園前」徒歩1分

開催日 11月14日

開催時間 9:30～16:00

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

その他 駐車料金は有料となります。

メール bpyoyaku@ic.daito.ac.jp

電話 0493-35-1267

URL http://www.daito.ac.jp/potter/index.html
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武甲山資料館 県民の日入館料無料

11月14日（月）県民の日は入館料が無料となります。武甲山について学びましょう！

開催場所 武甲山資料館

所在地 秩父市大宮６１７６（羊山公園内）

アクセス 西武鉄道西武秩父駅・秩父鉄道御花畑駅徒歩約15分

開催日 11月14日

開催時間 9：00～16：00

特典 入館料無料

メール bukouzan1295@rapid.ocn.ne.jp

電話 0494-24-7555

URL http://www.bukohzan.jp/
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ボクピング体験会
埼玉県発祥のニュースポーツ「ボクピング」！
ボクシングとピンポンを融合させた新しいスポーツです。体験会（初回
のみ無料）が、11月10、12、17日も引き続き無料です。（期間
中初体験の方が対象です）

開催場所 六辻公民館（木）・浦和南公民館（土）

所在地
[六辻]〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸３丁目１０−７
[浦和南]〒330-0065 埼玉県さいたま市浦和区神明１丁目２８−１３

アクセス 両会場共にJR南浦和駅西口徒歩15～20分

開催日
11月10日、17日（木）
・11月12日（土）

開催時間
11月10日、17日（木）→15時～16時

11月12日（土）→9時～11時

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。 持ち物→動きやすい服装・室内履き・タオルなど

特典 初回無料（2回目以降：参加費300円・ラケットレンタル代200円）が期間中は引き続き無料

メール the.new.style.boxping@gmail.com

電話 090-8810-9658

URL https://peraichi.com/landing_pages/view/boxping/
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県民の日「水循環センター探検ツアー」

下水処理場の見学ができます。見学者には記念品のプレゼントがあります。

開催場所
①荒川水循環センター（戸田市）②元荒川水循環センター（桶川市）③新河岸川水循環センター（和光市）④中川水循環センター（三郷市）
⑤古利根川水循環センター （久喜市）⑥小山川水循環センター（本庄市）⑦市野川水循環センター（滑川町）⑧荒川上流水循環センター（深谷市）
⑨新河岸川上流水循環センター（川越市）

所在地
①戸田市笹目5-37-14②桶川市大字小針領家字堤内939③和光市新倉6-1-1④三郷市番匠免3-2-2⑤久喜市吉羽772-1⑥本庄市東五十子382-1
⑦滑川町大字月輪字窪田521-6⑧深谷市菅沼984⑨川越市大仙波1287

アクセス

①JR武蔵浦和駅、戸田駅、戸田公園駅等から路線バス②JR高崎線桶川駅、ニューシャトル内宿駅から車で約10分
③東武東上線朝霞駅、朝霞台駅、ＪＲ武蔵野線北朝霞駅から路線バス④JR武蔵野線三郷駅、つくばエクスプレス三郷中央駅から路線バス
⑤JR久喜駅から徒歩20分又は久喜駅から路線バス⑥JR本庄駅から車で約15分⑦東武東上線つきのわ駅から徒歩約15分⑧秩父線武川駅から徒歩約15分
⑨東武東上線川越駅から徒歩約15分

開催日 11月14日

開催時間
①～⑤：午前の部10時開始 午後の部13時30分開始⑥：10時から15時の間 随時⑦・⑧：9時から16時の間 随時⑨10時開始
所要時間約2時間

備考
・事前申込：①～⑤、⑨必要（10月26日～11月9日の間に各施設へ電話申し込み）⑥～⑧不要（⑥のみ5名以上の場合は要連絡）
・定員：①～⑤各回20名⑥各回15名 ⑨20名
・参加費：無料

特典 記念品のプレゼントがあります。

電話
①荒川水循環センター TEL:048-421-5861 ②元荒川水循環センター TEL:048-728-2011 ③新河岸川水循環センター TEL:048-466-2400
④中川水循環センター TEL:048-952-3351 ⑤古利根川水循環センター TEL:0480-22-3819 ⑥小山川水循環センター TEL:0495-21-7997
⑦市野川水循環センター TEL:0493-63-1881 ⑧荒川上流水循環センター TEL:048-583-7525 ⑨新河岸川上流水循環センター TEL:049-224-2741
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百観音温泉
子供無料day

子供入館料４００円が無料。

開催場所 百観音温泉

所在地 久喜市西大輪2-19-1

アクセス JR東鷲宮駅から徒歩３分

開催日 11月14日

開催時間 8：00～23：00

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

メール hyakukannon2@angel.ocn.ne.jp

電話 0480-59-4126

URL http://100kannon.com
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埼玉県立歴史と民俗の博物館
県民の日イベント「唐破風 祭り囃子LIVE」

11月14日（月）の県民の日イベントとして「唐破風（からはふ）祭り囃子
LIVE」を開催します。当館の博物館クルーである祭り囃子サークル「唐破風」の
皆さんが、埼玉県や関東各地に伝承されている祭り囃子を演奏します。にぎや
かなお囃子が、県民の日を盛り上げます！

開催場所 埼玉県立歴史と民俗の博物館

所在地 さいたま市大宮区高鼻町4-219

アクセス 東武アーバンパークライン（野田線）大宮公園駅下車 徒歩5分

開催日 11月14日

開催時間 1回目 10時30分～11時 2回目 13時30分～14時 3日目 15時～15時30分

特典
終日、常設展観覧料が無料となります。
（企画展観覧料は半額となります。）

メール m410890@pref.saitama.lg.jp

電話 048-645-8171

URL https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/
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黒臼洋蘭園【胡蝶蘭専門店 らんや】
祝 埼玉県民の日 【胡蝶蘭全品10％OFF】

11月14日の県民の日を祝して11月12、13、14日の3日間限定でセール開催！
実店舗はプレゼントももらえます！

行事名 祝 埼玉県民の日 【胡蝶蘭全品10％OFF】

行事概要
11月14日の県民の日を祝して11月12、13、14日の3日間限定でセール開催！
実店舗はプレゼントももらえます！

開催場所 らんや大宮本店 らんや小石川店 ネットショップらんや

所在地
らんや大宮本店：さいたま市見沼区染谷1－１33
らんや小石川店：文京区小石川5－38－12
ネットショップらんや：https://kotyou-shop.net/

開催日 11月12、13、14日

開催時間 9：00～17：00

特典
胡蝶蘭全品10％OFFでご購入いただけます。
さらに、大宮本店、小石川店限定でお買い上げ金額￥3300以上のお客様にかわいいデザイン鉢プレゼント！
※なくなり次第終了。

メール ranya@kurousu.com

電話 048-685-2211

URL
らんや大宮本店：https://kotyou.net/
らんや小石川店：https://ranya.tokyo/
ネットショップらんや：https://kotyou-shop.net/
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自然の博物館
埼玉県民の日を記念して、入館料が無料となります。また、ご入館い
ただいた方に記念のオリジナルグッズをプレゼントします。

行事名 県民の日記念イベント

行事概要
埼玉県民の日を記念して、入館料が無料となります。
また、ご入館いただいた方に記念のオリジナルグッズをプレゼントします。

開催場所 自然の博物館

所在地 秩父郡長瀞町長瀞１４１７－１

アクセス
秩父鉄道「上長瀞」駅徒歩５分
秩父鉄道「長瀞」駅徒歩１５分

開催日 11月14日

開催時間
9:00～16:30
（入館は16:00まで）

備考
新型コロナウイルス感染症対策のため、館内の混雑状況によって、入館待ちとなる場合がございます。
また、当日は混雑が予想されますので、公共交通機関を利用しての来館をお願いします。

メール t6604042@pref.saitama.lg.jp

電話 0494-66-0404

URL https://shizen.spec.ed.jp
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埼玉アイスアリーナ

県民の日を記念してどなたでもワンコイン(500円)で滑走していただけ
ます。貸靴無料サービスです。

開催場所 埼玉アイスアリーナ

所在地 上尾市日の出

アクセス JR高崎線上尾駅から徒歩25分、タクシー約10分

開催日 11月14日

開催時間 10：00～17：45

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

特典 アイススケートワンコイン500円で滑り放題・貸靴無料サービス

メール otoiawase@saitama-icearena.com

電話 048-775-3456

URL http://www.saitama-icearena.com/
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花田苑
「県民の日」無料開園

無料開園を開催します。

開催場所 日本庭園花田苑

所在地 越谷市花田6-6-2

アクセス
東武スカイツリーライン「越谷駅」下車、バス：越谷駅東口(北側バスロータリー）～花田苑入口(下車徒歩3分）
「花田循環」または、「市立図書館行き」

開催日 11月14日

開催時間 9:00～16:00

備考 入園受付は午後３時まで

特典 入園料１００円が無料になります。

電話 048-964-8700

URL https://hanataen.kosi-kanri.com/
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キャンベルタウン野鳥の森
「県民の日」無料開園

無料開園を開催します。

開催場所 キャンベルタウン野鳥の森

所在地 越谷市大字大吉272-1

アクセス
東武スカイツリーライン「北越谷駅」下車、バス：北越谷駅東口～小田急弥栄団地入口(下車徒歩5分）「花田循
環」「エローラ行き」など

開催日 11月14日

開催時間 9:00～16:00

備考 入園受付は午後３時半まで

特典 入園料１００円が無料になります。

電話 048-979-0100

URL https://yacho-nomori.kosi-kanri.com/
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越谷市指定有形文化財
「旧東方村中村家住宅」無料開放

埼玉県民の日に、市指定有形文化財建造物である旧東方村中村
家住宅を無料開放します。

開催場所 旧東方村中村家住宅

所在地 越谷市レイクタウン９-５１

アクセス JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」北口徒歩15分

開催日 11月14日

開催時間 9:00～17:00（入館は16:30まで）

備考 駐車場：隣接する湖畔の森公園駐車場12台、専用駐車場20台

特典 通常は有料（大人100円、小中学生50円）の施設を無料で見学できます。

電話
生涯学習課：048-963-9315
【事業当日の問合せ先】旧東方村中村家住宅：048-986-7051

URL
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/toiawase/shisetsu/dentobunka/kyuuhigasikata
muranakamurake.html
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草加市立中央図書館
『おしいれのぼうけん』でたどる絵本の魅力展

世代を超えて愛されつづける名作絵本『おしいれのぼうけん』の複製画（ピエゾグラフ）
の展示をメインに、絵本や読書の魅力を紹介する展示を行います。

開催場所 草加市立中央図書館３階展示ギャラリー

所在地 草加市松原１－１－９

アクセス
東武スカイツリーライン
獨協大学前＜草加松原＞駅西口徒歩１分

開催日 10月26日（水）～11月14日（月）

開催時間
月・水・木・金・土9：00～20：00
日・祝日9：00～17：00
火休館

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、変更が生じる場合があります。

特典 絵本の素晴らしさを伝えるブックリストなどご用意しています。

メール mail@lib.city.soka.saitama.jp

電話 048-946-3000

URL https://www.lib.city.soka.saitama.jp/
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草加市立中央図書館
埼玉県文芸・文学・文化賞 受賞者紹介展

草加市ゆかりの埼玉県文芸・文学・文化賞受賞者７人の作品と人物を紹介します。

開催場所 草加市立中央図書館３階展示ギャラリー

所在地 草加市松原１－１－９

アクセス
東武スカイツリーライン
獨協大学前＜草加松原＞駅西口徒歩１分

開催日 11月16日（水）～12月12日（月）

開催時間
月・水・木・金・土9：00～20：00
日・祝日9：00～17：00
火休館

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、変更が生じる場合があります。

特典 ブックリストを配布します。

メール mail@lib.city.soka.saitama.jp

電話 048-946-3000

URL https://www.lib.city.soka.saitama.jp/
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プラバンづくり、収蔵庫の見学、土器に触ろうのコーナー、考古学講
座など、文化財を身近に感じていただけるイベントです。

開催場所 埼玉県文化財収蔵施設

所在地 熊谷市船木台４－４－１

アクセス
熊谷駅からバス約20分 徒歩25分
関越自動車道東松山Ｉ．Cから15分

開催日 11月13日

開催時間 10:00～15:00

備考 考古学講座の受講には事前申し込みが必要です。

特典 オリジナルグッズプレゼント！

電話 0493-39-5346

URL https://www.saimaibun.or.jp/
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（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団
県民の日 まいぶんフェスタ

https://www.saimaibun.or.jp/


FM NACK5
埼玉県民の日ウィーク

「Good Luck！Morning！」と「レディオファントム」の番組内で、
埼玉県にちなんだメッセージテーマを設けて県民の皆さんはじめ県外の皆さんにも埼玉県
の魅力をお伝えします！

開催場所 ＦＭ ＮＡＣＫ５

所在地 さいたま市大宮区錦町６８２－２ＪＡＣＫ大宮１１Ｆ

放送日 11月14日～18日

放送時間 6:00～9:00

備考 内容が変更となる可能性があります。

電話 048-650-0795

17
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埼玉県立さきたま史跡の博物館
さきたま秋祭り

11月14日（月）の県民の日は無料で入館ができます。ガイドツ
アーや体験活動などのイベントがあります。特別史跡埼玉古墳群とさ
きたま史跡の博物館を巡って古墳時代の空気が味わってください。

開催場所 県立さきたま史跡の博物館

所在地 行田市埼玉４８３４

アクセス JR行田駅（東口）市内循環バス「観光拠点循環コース」『埼玉古墳公園』下車徒歩約2分

開催日 11月14日

開催時間 9:00～16：00

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

特典 県立さきたま史跡の博物館に無料で入館ができます。

メール k591111@pref.saitama.lg.jp

電話 048-559-1111

URL https://sakitama-muse.spec.ed.jp/
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埼玉県こども動物自然公園
県民の日 入園料無料

11月14日（月）は県民の日。
こども動物自然公園の入園料が無料となります。

開催場所 こども動物自然公園

所在地 東松山市岩殿554

アクセス 関越自動車道 東松山ICから10分 鶴ヶ島ICから20分

開催日 11月14日

開催時間 9:30～17:00（最終入園16：00）

備考
混雑状況により入場をお待ちいただく場合があります。※駐車場は有料。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

特典 県民の日の入園料（大人700円、小人200円）を無料とします。

電話 0493-35-1234

URL https://www.parks.or.jp/sczoo/
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さいたま水族館
県民の日 子ども入館料無料

11月14日（月）は県民の日。
さいたま水族館の子ども入館料が無料になります。(中学生以下)

開催場所 さいたま水族館

所在地 羽生市三田ヶ谷７５１－１

アクセス
東武伊勢崎線羽生駅から
車で２０分

開催日 11月14日

開催時間
9:30～17:00
(最終入館16:30)

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

特典 中学生以下の子どもの入館料が無料となります。

電話 048-565-1010

URL https://www.parks.or.jp/suizokukan/
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ホテルブリランテ武蔵野
県民の日 協賛イベント

県民の日を記念して、ホテルブリランテ武蔵野のレストランでソフトドリンクを１
杯サービスします。また、期間限定で、お得な宿泊の特別料金を設定します。

開催場所 ホテルブリランテ武蔵野

所在地 さいたま市中央区新都心２－２

アクセス
JRさいたま新都心駅徒歩約5分
JR北与野駅徒歩約6分

開催日
11月12日（土）～14日（月）【レストラン】
11月13日（日）～17日（木）【宿泊】

開催時間
11:30～14:30（ラストオーダー14:00）【レストラン】
チェックイン15:00、チェックアウト11：00【宿泊】

備考
11月14日（月）は洋食のみの営業となります。【レストラン】
部屋タイプはおまかせになります。部屋タイプのご指定はできません。【宿泊】

特典
イベント案内を見てランチを注文された方に、ソフトドリンクを１杯無料。（来店時にお申し出下さい）【レストラン】
ホテルブリランテ武蔵野の宿泊お一人様4,980円(消費税込、宿泊のみ)【宿泊】

メール
restaurant@hotel-brillante.com【レストラン】
info@hotel-brillante.com【宿泊】

電話
048-601-5557【レストラン】
048-601-5555【宿泊】

URL https://www.hotel-brillante.com/
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動物指導センター
県民の日施設公開事業 「どうぶつふれあいランド」

「まなぶ」、「たのしむ」、「ふれあう」をテーマに、犬のお散歩体験、小
動物とのふれあい、ふれあい譲渡館見学ツアー、聴導犬の実演、どう
ぶつクイズなど、いろいろなイベントを実施します。

開催場所 動物指導センター

所在地 熊谷市板井１２３

アクセス JR熊谷駅北口からバス桜丘下車徒歩１０分

開催日 11月14日

開催時間 10:00～15：00

備考
都合によりイベント内容を変更することがあります。動物を連れての入場はできません。会場の混雑状況によっては入
場制限を行います。

特典 来場者には記念品をプレゼント！

メール k362465@pref.saitama.lg.jp

電話 048-536-2465

URL https://www.pref.saitama.lg.jp/b0716/kenminnohi2022.html
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所沢航空発祥記念館
県民の日無料開館

県民の日を記念し、展示館・大型映像館を無料開館します。

開催場所 所沢航空発祥記念館

所在地 所沢市並木1-13

アクセス 西武新宿線「航空公園駅」東口から徒歩約8分

開催日 11月14日

開催時間
10：00-16：30
（最終入館16：00）

備考 概ね、館内の滞留者が300名を超えた場合、入場制限を実施することがあります。

特典
通常、展示館入館料金大人520円小人100円、大型映像館入館料金大人630円小人260円（税込）を県民
の日限定で無料とします。

メール tam-post@jsf.or.jp

電話 04-2996-2225

URL https://tam-web.jsf.or.jp/
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川口市立グリーンセンター
埼玉県民の日 無料開園

11月14日（月）の県民の日は、どなたでもグリーンセンターへの入
園料が無料となります！

開催場所 川口市立グリーンセンター

所在地 川口市大字新井宿７００番地

アクセス
SR新井宿駅1番出口から東門まで徒歩10分
JR川口駅東口からバス２５分「グリーンセンター」バス停下車

開催日 11月14日

開催時間
9:00～17:00
（※最終入園は16：00まで）

備考 フィールドアスレチック利用料及びミニ鉄道乗車料については、平常どおり有料となります。

特典 グリーンセンターへの入園料が無料となります！

メール 100.05000@city.kawaguchi.saitama.jp

電話 048-281-2319

URL http://greencenter.1110city.com/
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川口市立科学館
県民の日 無料公開

11月14日（月）の県民の日は、科学展示室、プラネタリウム、天
文台がすべて無料で楽しめる特別な日！いろいろなものづくりを体験
できる「わくわく屋台村」や天文台を案内する「天文台特別ガイドツ
アー」も開催！

開催場所 川口市立科学館

所在地 川口市上青木3-12-18 SKIPシティ内

アクセス JR川口駅 東口7～9番乗場からバスで約13分、「川口市立高校」下車 徒歩約5分

開催日 11月14日

開催時間 9:30～17:00

特典 科学展示室、プラネタリウム、天文台が無料で楽しめます！（プラネタリウムは無料観覧券が必要です）

メール info@kawaguchi.science.museum

電話 048-262-8431

URL http://www.kawaguchi.science.museum
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越谷アルファーズホームゲーム
県民の日に合わせ、11月開催の越谷アルファーズホームゲーム(11月5日(土)・6日(日)・18日(金)・19日(土))で「しらこばとの祭典」を開催！
埼玉県民限定招待&お得な観戦企画をご用意しています！

開催場所 越谷市立総合体育館

所在地 〒343-0011 埼玉県越谷市増林２丁目３３

アクセス

■東武スカイツリーライン『越谷駅』から
越谷駅東口１番バス停より朝日バス「市立病院経由 075増林地区センター行 / 074総合公園行 / 070いきいき館行」に乗車し、『総合体育館前』で下車
・乗車時間：約13分 ・料金：190円
■東武スカイツリーライン『新越谷駅』・JR武蔵野線『南越谷駅』から
南越谷駅南口バス停よりタローズバス「東埼玉テクノポリス行/松伏ターミナル行/増林公園行/タローズ本社前行」に乗車し、『総合体育館前』で下車
・乗車時間：約15分 ・料金：250円
■JR武蔵野線『レイクタウン駅』から
レイクタウン駅北口バス停よりタローズバス「タローズ本社前行」に乗車し、『総合体育館前』で下車
・乗車時間：約15分 ・料金：250円

開催日 11月5日(土) 11月6日(日) 11月18日(金) 11月19日(土)

開催時間 11月5日(土) 14:00試合開始 11月6日(日)14:00試合開始 11月18日(金) 19:00試合開始 11月19日(土)14:00試合開始

備考
試合情報の詳細は越谷アルファーズ公式サイトをご確認ください。
https://www.koshigaya-alphas.com/

特典

①埼玉県民限定「2階自由席」特別販売
埼玉県在住の方は、対象の全4試合「2階自由席」を特別価格にてご購入いただけます!!
②埼玉県在住の小中学生親子無料招待
埼玉県に在住している小中学生の親子の方は、対象の4試合中1試合に無料ご招待させていただきます!
③埼玉県在住の初めて観戦の方無料ご招待
まだ越谷アルファーズのホームゲームにご来場したことがない埼玉県民の方を対象に、対象の4試合中1試合に無料ご招待させていただきます!

メール ticket@koshigaya-alphas.jp

電話 048-999-6004 

URL https://www.koshigaya-alphas.com/news/detail/id=2223shirakobato
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SKIPシティ県民の日イベント

SKIPシティでは、11月14日（月）の「県民の日」に、全ての施設を
入場料無料で開放！映画の無料上映会や高校生によるものづくり
体験など、楽しい企画が盛りだくさん！

開催場所 SKIPシティ

所在地 川口市上青木３－１２－６３

アクセス JR川口駅・西川口駅／SR鳩ケ谷駅からバス「川口市立高校」下車徒歩５分

開催日 11月14日

開催時間 9:30～17:00

備考
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。
各館のイベントの時間、詳細等はホームページをご覧ください。

特典
映像ミュージアム、科学館の入場料が無料！映像ホールでの上映会が無料！（要事前申込）
くらしプラザでは、クイズに正解すると記念品をプレゼント！不正解でも参加賞がもらえます。

電話

映像ミュージアム：048-265-2500
映像ホール：048-265-2591
くらしプラザ：048-261-0993
科学館：048-262-8431

URL https://skip-city.com/
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埼玉県生活科学センター
県民の日イベント魅力いっぱい！彩の国

埼玉県に関するパネルや大型地図をもとにしたクイズに挑戦！キーワードを
完成して記念品をもらおう！ワークショップも開催！シアターでは「くらっしーと
クイズに挑戦！」も上演するよ！ぜひ遊びに来てね！

開催場所 埼玉県生活科学センター(彩の国くらしプラザ)

所在地 川口市上青木3-12-18 SKIPシティA1街区2階

アクセス
JR川口駅、JR西川口駅：東口からバス
埼玉高速鉄道：鳩ヶ谷駅西口からバス
バス停留所 『川口市立高校』

開催日 11月12日～14日

開催時間 9：30～17：00（クイズラリー受付は16：45まで）

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止もしくは内容が変更になる場合があります。

特典 クイズに答えてキーワードを完成すると記念品がもらえます！

メール
https://www.kurashi-plaza.jp/inquiry
HPのお問い合わせフォームからお願いします。

電話 048-261-0993

URL https://www.kurashi-plaza.jp/
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吉見ゴルフ場
県民の日協賛ゴルフボールプレゼント

県民の日を記念して、当日ご利用のお客様にゴルフボールをプレゼント。

開催場所 吉見ゴルフ場

所在地 吉見町大字地頭方６８０

アクセス
関越自動車道
東松山ＩＣから２５分

開催日 11月14日

開催時間 7:00～10:00

備考 混雑状況により予約をお受けすることができない可能性がございます。詳しくはゴルフ場までお問い合わせください。

特典 ゴルフボール３個プレゼント

メール river3@smile.ocn.ne.jp

電話 0493-54-2231

URL https://www.river-golf.com
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大麻生ゴルフ場
県民の日協賛ゴルフボールプレゼント

県民の日を記念して、当日ご利用のお客様にゴルフボールをプレゼント。

開催場所 大麻生ゴルフ場

所在地 熊谷市大麻生７５３

アクセス
関越自動車道
花園ICから１５分

開催日 11月14日

開催時間 7:00～10:00

備考 混雑状況により予約をお受けすることができない可能性がございます。詳しくはゴルフ場までお問い合わせください。

特典 ゴルフボール３個プレゼント

メール ooasou6@hyper.ocn.ne.jp

電話 048-533-7773

URL https://www.river-golf.com
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上里ゴルフ場
県民の日協賛ゴルフボールプレゼント

県民の日を記念して、当日ご利用のお客様にゴルフボールをプレゼント。

開催場所 上里ゴルフ場

所在地 上里町大字黛９５

アクセス
関越自動車道
本庄・児玉ICから１５分

開催日 11月14日

開催時間 7:00～10:00

備考 混雑状況により予約をお受けすることができない可能性がございます。詳しくはゴルフ場までお問い合わせください。

特典 ゴルフボール３個プレゼント

メール kamisato4@aria.ocn.ne.jp

電話 0495-33-1155

URL https://www.river-golf.com
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川越市立美術館
県民の日観覧料無料

特別展「小茂田青樹展」（一般600円）、常設展（一般200円）

開催場所 川越市立美術館

所在地 川越市郭町２－３０－１

アクセス 「川越駅」「本川越駅」から東武バス「蔵のまち」経由で「札の辻」下車徒歩8分

開催日 11月14日

開催時間 9:00～17:00

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

特典 すべての人が観覧料無料。

電話 049-228-8080

URL https://www.city.kawagoe.saitama.jp/artmuseum/

32

戻る

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/artmuseum/


児童センターこどもの城
こどもの城プラネタリウム特別投影

通常、月曜日は休館日ですが、11月14日（月）はプラネタリウム
（通常100円）を無料で観覧していただくため、開館します。

開催場所 児童センターこどもの城

所在地 川越市石原町１丁目４１番地２

アクセス
東武東上線川越市駅徒歩20分
ＪＲ線川越駅東口・西武新宿線本川越駅から東武バス「月吉町経由神明町車庫」行きで「児童センター」下車

開催日 11月14日

開催時間 15:30（１回のみ）

備考
新型コロナウィルス感染症対策のため、入場は当日来館先着２５名まで。
プラネタリウム観覧者のこどもの城入館は15:00から。

特典 通常100円のプラネタリウム観覧料が無料

メール jido@city.kawagoe.lg.jp

電話 049-225-7289
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川越まつり会館
県民の日入場料無料

11月14日（月）は県民の日。どなたでも川越まつり会館の入館料が
無料でご利用になれます！

開催場所 川越まつり会館

所在地 埼玉県川越市元町２丁目１－１０

アクセス
川越駅より徒歩30分
本川越駅より徒歩15分
川越駅又は本川越駅より東武バス（蔵のまち経由）「札の辻」下車徒歩1分

開催日 11月14日

開催時間 9:30-17:30（入館は１７：００まで）

備考

新型コロナウイルス感染症の影響により、入館を制限している場合があります。
通常料金
一般：300円（240円）
小・中学生：100円（80円）
（）内は団体料金

特典 すべての人が入館料無料。

電話 049-225-2727

URL https://kawagoematsuri.jp/matsurimuseum/
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旧山崎家別邸
県民の日入場料無料

11月14日（月）は県民の日。どなたでも旧山崎家別邸の入場料が無料でご利用になれます！

開催場所 旧山崎家別邸

所在地 埼玉県川越市松江町２丁目７－８

アクセス
川越駅より徒歩25分
本川越駅より徒歩15分
川越駅又は本川越駅より東武バス（蔵のまち経由）「仲町」下車徒歩５分

開催日 11月14日

開催時間 9:30-17:30（入場は１７：００まで）

備考

通常料金
一般：100円（80円）
高・大学生：50円（40円）
中学生以下無料
（）内は団体料金

特典 すべての人が入場料無料。

電話 049-225-2727

URL
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/welcome/kankospot/kurazukurizone/kyu
yamazakike.html
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川越市立博物館
県民の日入館料無料

11月14日（月）の県民の日は、入館料が無料。

開催場所 川越市立博物館

所在地 川越市郭町２－３０－１

アクセス 川越駅又は本川越駅より東武バス（蔵のまち経由）「札の辻」下車徒歩10分

開催日 11月14日

開催時間 9:00～17:00（入館は16：30まで）

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、休館になる場合があります。

特典 すべての人が入館料無料。

メール hakubutsukan@city.kawagoe.lg.jp

電話 049-222-5399

URL
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/welcome/kankospot/hommarugotenzone/hakub
utsukan/index.html
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ムーミンバレーパーク
【11月14日は埼玉県民の日】ムーミンバレーパークで
オリジナルタオルをゲットしよう！

埼玉県民の日を記念し、11月14日（月）にムーミンバレーパークへご入園
いただいた先着3,000名の埼玉県民のみなさまに、オリジナルタオルをプレゼ
ントいたします。埼玉県民の日は、ムーミンバレーパークで楽しみましょう。

開催場所 ムーミンバレーパーク はじまりの入り江エリア

所在地 埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ

アクセス
西武池袋線「飯能駅北口」１番乗場より「メッツァ」行き直行バス（国際興業・西武バス・イーグルバス運行）及び「メッ
ツァ経由武蔵高萩駅」行路線バス（イーグルバス運行）、メッツァ停留所下車

開催日 11月14日

開催時間 10:00～14:00 ※なくなり次第終了

備考

ムーミンバレーパークオリジナルタオルプレゼント！
配布数：先着3,000名様
対象者：ムーミンバレーパークに入園された埼玉県在住の先着3,000名様
※おひとり様1枚とさせていただきます 。
※埼玉県在住を証明できるもの「身分証明書等」をご提示いただきます。
※オリジナルタオルは（サイズ：25㎝×25㎝）非売品となります。

URL https://metsa-hanno.com/event/22921/
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2022丸山車両基地まつり

県民の日前の11月12日(土),13日(日)にニューシャトル丸山車両
基地を公開します。各種イベントをはじめ、駅弁、グッズ販売をします。
ぜひお越しください。

開催場所 丸山車両基地

所在地 北足立郡伊奈町大字小室２８８

アクセス ニューシャトル丸山駅駅前

開催日 11月12日,13日

開催時間 両日10:00～15:00

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

特典 県民の日を記念して、11月12日、13日限り、通常よりお得な１日フリー乗車券を発売いたします。

URL https://www.new-shuttle.jp/

電話 048-722-1221
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埼玉県産品フェア

11月12日(土)～14日(月)の３日間、大宮駅構内の東西自由通
路にて物産展を行います！また、駅たびマーケットに観光PRブースも
設置予定です。

開催場所 大宮駅構内

所在地 埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０番地

開催日 11月12日～14日

備考 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

URL https://chocotabi-saitama.jp/topics/55042
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「ついでにスタンプラリーしてくださいたま！」
スタンプラリー

西武線・埼玉県内限定「埼玉県民の日 記念1日フリーきっぷ」 をご購入のお客さまに埼玉県内の周遊をよりお
楽しみいただくため、 「ついでにスタンプラリーしてくださいたま！」 を実施します。 西武秩父駅・飯能駅・所沢駅・
本川越駅の各駅併設の施設内に設置のスタンプを購入日当日中に集めると、スタンプ3個で50ポイント、
スタンプ4個でさらに150ポイントの「SEIBU Smile POINT」を進呈します 。

スタンプ設置箇所

西武秩父駅：改札横付近
飯能駅：西武飯能ぺぺ４階ペペホール前付近
所沢駅：グランエミオ所沢2階セントラルプラザイベントスペース(総合案内横)
本川越駅：西武本川越ぺぺ3階鉄道模型店「ポポンデッタ」前付近

開催日 11月12日～11月14日

開催時間 各日10時～18時

方法

「埼玉県民の日 記念1日フリーきっぷ」購入時に発行される「スタンプ台紙」を持参して、購入日当日の10時～18時の間にスタンプ
箇所を巡り、待機しているスタッフからスタンプを押印してもらいます。
スタンプ3個目の箇所でスタンプラリー参加者持参のSEIBU PRINCE CLUB会員証（カード・アプリ）に
50ポイントを進呈。スタンプ4個目の箇所で150ポイントを進呈します。
※当企画乗車券購入日以外のスタンプ台紙ではスタンプ・ポイントの進呈はいたしません。
スタンプ台紙の有効期間は購入日当日の10時～18時です。
※SEIBU PRINCE CLUB会員証（カード・アプリ）をお持ちでないお客さまへポイントの進呈はいたしません。

お問い合わせ
西武鉄道お客さまセンターTEL.(04)2996-2888
音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。［営業時間：全日9 時～17時（12/30～1/3を除く）］
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東武動物公園
埼玉県民の日優待Day

チケット販売窓口にて、埼玉県に在住、在学の証明書（学生証
等）のご提示で3歳～高校生までの方のアトラクションパス（アトラク
ション乗り放題）が割引になります。

開催場所 東武動物公園

所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110

アクセス 東武スカイツリーライン「東武動物公園駅」西口 徒歩10分

開催日 11月14日

備考 埼玉県に在住、在学の高校生以下の方が対象です。

特典
中高校生（通常）3,300円➡2,000円
小 人（通常）3,000円➡2,000円
※入園料は通常料金となります。

URL https://www.tobuzoo.com/
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鴨川シーワールド
埼玉県民感謝月間

埼玉県民の方限定で特別価格で入館いただけます。

開催場所 鴨川シーワールド

所在地 千葉県鴨川市東町1464-18

アクセス
車：海ほたるPAから70分
JR安房鴨川駅から送迎バス10分

開催日 11月1日～11月30日

開催時間 基本 9：00～16：00

備考
休館日：11/9、11/16、11/30
チケット売り場にて、埼玉県に居住する証明書をご提示ください。

特典

大人：通常3,000円のところ2,400円
小人（小中学生）通常1,800円のところ1,440円
幼児（4歳以上）通常1,200のところ960円
小人、幼児にはスタンプラリーノート プレゼント

電話 04-7093-4803

URL https://www.kamogawa-seaworld.jp/
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群馬サファリパーク
埼玉県民の日ご優待デー

群馬サファリパークの入園料金を大人1,700円、小人1,000円にします。

開催場所 群馬サファリパーク

所在地 群馬県富岡市岡本１番地

アクセス
JR高崎駅から私鉄上信電鉄 「上州富岡駅」下車タクシーで約１５分
上信越自動車道富岡ICから5㎞

開催日 11月12日・13日

開催時間 入園受付時間 9：30～15：30（16：30閉園）

特典
群馬サファリパークの入園料金を大人1,700円、小人1,000円にします。
※大人は県民の証明が必要。
※通常料金 大人(高校生以上）2,700円、小人(３歳～中学生）1,400円

メール info@safari.co.jp

電話 0274-64-2111

URL https://www.safari.co.jp
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サンリオピューロランド
埼玉県民デー

「パパ・ママ応援ショップ優待カード」を窓口でご提示の上、大人デイパ
スポートを当日窓口価格でご購入いただくと、購入した大人デイパス
ポートの枚数分の小人デイパスポートが無料になります。

開催場所 サンリオピューロランド

所在地 東京都多摩市落合1-31

アクセス 京王線・小田急線・多摩モノレール「多摩センター」駅徒歩5分

開催日 10/28～11/29

開催時間
10:00～17:00
※日によって異なる

備考 ※事前の来場予約が必要です。詳細はサンリオピューロランド公式HPでご確認ください。

特典

「パパ・ママ応援ショップ優待カード」を窓口でご提示の上、大人デイパスポートを当日窓口価格でご購入いただくと、
購入した大人デイパスポートの枚数分の小人デイパスポートが無料になります。
※前売券・eパスポート・ご招待券・株主優待券・他の割引券との併用は不可。
※アフタヌーンパスポートは対象外。

電話 042-339-1111

URL https://www.puroland.jp/
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よみうりランド遊園地
よみランCLUB会員限定！県民の日キャンペーン

よみランCLUB会員で、埼玉県に在住、在学、通勤している方は、ワンデー
パスが通常価格の1,000円引きになるお得なキャンペーンを開催します！

開催場所 よみうりランド 遊園地

所在地 東京都稲城市矢野口4015-1

アクセス 京王よみうりランド駅からゴンドラ10分

開催日 11/13～19

開催時間 遊園地の営業時間に準ずる

備考
よみランCLUBのご登録はこちらから
https://land-ticket.yomiuriland.com/ticket

特典
入園+アトラクション乗り放題のワンデーパスで、
一日中楽しめます！大好評のイルミネーションも開催中！

メール https://land-dog.jp/form/pub/yomiuriland/contact_land

電話 044-966-1111

URL https://www.yomiuriland.com/event/kenmin2022-autumn/
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マザー牧場
埼玉県民感謝ウィーク

埼玉県民の日(11月14日)を含めた9日間、埼玉県民感謝ウィークを開催。
埼玉県在住・在勤・在学を証明できるものを券売窓口で提示すると、入場
料金が割引に！この機会にぜひ、遊びにいらしてください。

開催場所 マザー牧場

所在地 千葉県富津市田倉940−３

アクセス
館山自動車道君津PAスマートIC（ETC車限定）から約8km
JR君津駅より直通路線バス約35分

開催日 11月12日～11月20日

開催時間
平日 9:30～16:30
土日祝 9:00～16:00

備考
団体のお客様は対象外とさせていただきます。
土日祝の16時以降（イルミネーション）の入場料金は対象外とさせていただきます。
イルミネーションは日中からご来場のお客様も引き続きお楽しみいただけます。

特典
大人（中学生以上）：200円割引（通常1,500円→1,300円）
小人（4歳～小学生）：無料（通常800円）
※券売窓口にて埼玉県の在住・在勤・在学である証明をできるものの提示が必要です。

電話 0439-37-3211

URL https://www.motherfarm.co.jp/information/news/detail.php?CN=347890
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