２０１７年３月１５日
鉄 道 博 物 館

「満喫！春のてっぱく～いよいよリニューアル、始まりました～」の開催について
○鉄道博物館では、春休みのイベントとして、2017 年３月 18 日（土）～４月９日（日）の
間、「満喫！春のてっぱく～いよいよリニューアル、始まりました～」を開催します。
○鉄道博物館では本館のリニューアル、2018 年夏の新館オープンに向けた準備を進めていま
す。本イベントでは、その第一弾として、３月 18 日（土）より、DD13 形式ディーゼル機
関車の展示を開始し、運転室公開を実施します。また、3 月 19 日（日）～20 日（月・祝）
にかけて、乗ってみたいローカル線として人気の「リゾートしらかみ〈橅（ぶな）〉編成」
がてっぱくに初登場します。その他イベントも盛りだくさんです。
○一部のイベントを除き参加費は無料、入館料のみでお楽しみいただけます。

１

NEW！

ナデ 6141 号電車（ナデ 6110 形式）特別イベント

当館で収蔵している
「ナデ 6141 号電車（ナデ 6110 形式）」
が文化庁の文化審議会答申（2017〈平成 29〉年 3 月 10 日）
を受け、国の重要文化財（美術工芸品）に指定される運びと
なりました。これを記念し、当館館長がナデ 6141 号電車の
前で御礼及び指定に至った経緯のご説明をした後、以下のイ
ベントを実施いたします。
【記念ギャラリートーク】
■日 時 ４月１日（土） 11:00～11:30
■場 所 ヒストリーゾーン１Ｆ ナデ 6141 号電車前

ナデ 6141 号電車（ナデ 6110 形式）

【通勤電車ミニガイドツアー】
オリジナルワークシートを使ったガイドツアーを実施いたします。
■日 時 ４月１日（土）～９日（日） 15:30～16:00
■場 所 ヒストリーゾーン１Ｆ ナデ 6141 号電車前
■定 員 各回先着 20 名様
【万世橋駅きっぷ切り体験】
ナデ 6141 号電車が停車する「万世橋駅」前できっぷ切りを体験していただけます。
■日 時 ４月１日（土） 13:30～14:30
２日（日）
、８日（土）、９日（日） 10:30～11:30、13:30～14:30
■場 所 ヒストリーゾーン１Ｆ 万世橋駅前
【特別来館記念カード】
重要文化財に指定される運びとなったことを記載した「ナデ 6141 号電車」図柄の来館記念
カードを４月１日（土）以降、プレゼントします。
（なくなり次第配布を終了します。
）

２

DD13 形式ディーゼル機関車展示開始記念！
運転室公開＆特別来館記念カードプレゼント！

３月 18 日（土）からの DD13 形式ディーゼル機関車展示開始
を記念し、同機関車の運転室を公開します。あわせて、3 月 29
日（水）～31 日（金）の３日間には「DD13 形式ディーゼル機関
車」図柄の来館記念カードをプレゼントします。
■期 日 ３月 18 日(土)～３月 20 日（月・祝）
■時 間 【18 日】10:00～15:30
【19 日、20 日】10:00～17:30

NEW！

DD13 形式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関車（右）
ｷﾊ 11 形式気動車（左）

３

リゾートしらかみ「橅（ぶな）」編成

車両展示

てっぱく
初登場！

乗ってみたいローカル線として人気の五能線を走るリゾート
しらかみ「橅」編成がてっぱくに初登場！車内を公開して中に
入れるほか、鉄博ホールにおいて五能線エリアの観光情報コー
ナーを設置、
「ちびっこ駅長撮影コーナー」や転車台でのなまは
げ太鼓演奏など、館内を盛り上げます。さらに、期間中、先着
2,000 名様に「橅」編成オリジナル缶バッジをプレゼントいた
します。
【車両展示】
■日 時 ３月 19 日（日）10:00～18:00（最終入場 17:30）
３月 20 日（月・祝）10:00～12:00（最終入場 11:30）
■場 所 ミニシャトル「博物館北駅」近く

リゾートしらかみ「橅」編成

【観光 PR コーナー】
■日 時 ３月 19 日（日）10:00～18:00（最終入場 17:30）
３月 20 日（月・祝）10:00～16:00（最終入場 15:30）
■場 所 鉄博ホール
【なまはげ太鼓】
■日 時 ３月 19 日（日）11:00～、14:00～
３月 20 日（月・祝）11:00～
■場 所 ヒストリーゾーン１Ｆ 転車台

なまはげ太鼓

その他、期間中随時、エントランスにおいて「なまはげ」
とご当地キャラクター、秋田県 PR キャラクター「んだッチ」
がお客さまをお迎えします。
秋田県 PR キャラクター「んだッチ」

４

「ＳＬばんえつ物語」号

沿線の旅

in 鉄道博物館

磐越西線を走る「ＳＬばんえつ物語」号と地域の魅力を発信
するパネル展示を行います。ご当地キャラも登場！あわせて、
「ＳＬばんえつ物語」号のヘッドマークのストラップを作製す
るワークショップも開催します。
【パネル展示】
■期 日 ３月 18 日（土）～20 日（月・祝）
■時 間 10:00～17:00
■場 所 エントランスゾーン２Ｆ ステンドグラス前
【ワークショップ】
■期 日 ３月 18 日（土）～20 日（月・祝）
■時 間 10:30～11:30、13:30～14:30、15:30～16:30
■場 所 エントランスゾーン２Ｆ ステンドグラス前
■定 員 各回先着 100 名様
※参加費は無料です。
※お子さま限定おひとりさま 1 個と
させていただきます。

「SL ばんえつ物語」号

「SL ばんえつ物語」号キャラクター
オコジロウ＆オコミ

５

駅弁祭り～秋田・新潟

春の陣～

リゾートしらかみ「橅」編成と「ＳＬばんえつ物語」号のイベントを記念して、それぞれが
運行する秋田・新潟エリアの駅弁計 10 種類が大集合します。
■期 日 ３月 18 日（土）～20 日（月・祝）
■時 間 11:00～14:00 （完売しだい終了とさせていただきます。
）
■場 所 エントランスゾーン２Ｆ エスカレーター上

おすすめ！

おすすめ！

６

「秋田比内地鶏とり玉丼」1,000 円（税込）

「村上牛しぐれ」1,200 円（税込）

秋田比内地鶏を焼き鳥風タレに漬けあきたこまち
の上へトッピングした丼駅弁です。

新潟県北部で飼育された肉質の柔らかい村上牛を
使用し醤油、砂糖、みりん、酒等で煮込み味付けし
ました。

ぐんまのＳＬキャラバン登場

つよい！おおきい！かっこいい！ぐんまの SL D51 形式 498
号機と C61 形式 20 号機の魅力をお伝えするイベントです。 SL
パネル展示、「検査シーン」「走行シーン」「出発シーン」「転
車台シーン」といった映像の展示のほか、
「SL ぬりえイベント」
「SL フレーム記念撮影」を開催します。期間中は水上のご当地
キャラ「おいでちゃん」が登場し、イベントを盛り上げます。
■期 日 ３月 25 日（土）
■場 所 エントランスゾーン２Ｆ ステンドグラス前

D51 形式 498 号機

【パネル・映像展示】
■時 間 10:30～16:00
【SL ぬりえイベント】※参加費は無料です。
■時 間 10:30～16:00
■定 員 先着 300 名様【小学生以下のお子さま限定】
【SL フレーム記念撮影】
■時 間 13:00～16:00
※撮影していただいた画像を SNS に投稿していただくと、
先着 500 名様にオリジナル SL ヘッドマークステッカー
をプレゼント！
【おいでちゃんによるじゃんけん大会
＆おいでちゃんによるみな coming 体操】
■時 間 13:30～14:00
■定 員 先着 100 名様【小学生以下のお子さま限定】

C61 形式 20 号機

水上ご当地キャラ
「おいでちゃん」

７

キッズステーション展

スペシャルギャラリー２に、
「キッズステーション展」
初登場！大人気のプラレール遊び場コーナー、ここで
しか見ることの出来ない「新幹線変形ロボ シンカリオ
ン」フォトスポットや、２５年前に初めて発売された、
「プラレールきかんしゃトーマスシリーズ」
、てっぱく
自慢の新幹線精密模型など、時間を忘れてたっぷり遊
べるこどもの楽園です。
※３月 24 日（金）以降、エントランスゾーン２Ｆ
※シンカリオンフォトスポット(イメージ)
「キッズスペース」は閉鎖させていただきます。
■期 間 ３月 22 日(水)～５月８日（月）※終日
【蒸気がシュッシュッ！トーマスセット実演】
毎日 11：00～、14：00～【各回 15 分】
■場 所 コレクションゾーン２Ｆ スペシャルギャラリー２ 他

蒸気がシュッシュッ！トーマスセット
©2017Gullane(Thomas)Limited.

E5 系新幹線＆E6 系新幹線連結セット

© ＴＯＭＹ
「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
© プロジェクト シンカリオン ＪＲ北海道商品化許諾済 ＪＲ東日本商品化許諾済
許諾済 ＪＲ九州承認済

８

ＪＲ西日本商品化

つくろう！鉄道ジオラマフィギュア＆木のしんかんせん

87 分の 1 スケールのジオラマフィギュアの塗色体験と E7 系新幹線、電車型貯金箱製作体験
を開催。今回は３月 18 日（土）～20 日（月・祝）に限り、ジオラマフィギュアの塗色体験に
ご参加いただいたお客さまは、製作途中の鉄道ジオラマ室内で実施します。塗り終わったジオ
ラマフィギュアは、今年中旬に新しく生まれ変わる当館の模型鉄道ジオラマに設置させていた
だきます。（ご希望のお客さまはそのままお持ち帰りいただくことも可能です。）。
■期 日 ３月 18 日（土）～４月２日（日）
■時 間 10:00～17:00 （最終受付は 16:30 まで）
■場 所 ２Ｆ模型鉄道ジオラマ室横 特設スペース
※３月 18 日（土）～20 日（月・祝）のみ、ジオラマフィギュア塗色体験のお客さまは、製
作途中の鉄道ジオラマ室内にお入りいただけます。
（鉄道模型車両の走行はございません。
）
■参加費 E7 系新幹線 or 電車型貯金箱 1 台 1,000 円（税込）
1/87 ジオラマフィギュア
2 体 500 円（税込）

E7 系新幹線貯金箱

ジオラマフィギュア（イメージ）

９

御料車見学ツアー開催

ふだんはガラス外からご覧いただいている御料車を、ガラ
ス内の通路までお入りいただき、間近で、展示解説員の解説
付きで見学できるイベントです。
■期
■時
■定
■場

10

日
間
員
所

４月１日（土）
、２日（日）
16:00～16:30
各回先着 20 名 ※小学生以上のお客さまが対象です。
ヒストリーゾーン１Ｆ 初代 1 号御料車前

新年度記念スペシャルビンゴ！

てっぱく名物のビンゴ大会を開催します。新年度ということ
もあり、何か変わった賞品が見られるかも！？
■期
■時
■定
■場

11

日
間
員
所

４月８日（土）
、９日（日）
13：30～14：00 ※13：20 よりビンゴ台紙を配布します。
各回先着 100 名様 ※小学生以下のお客さまが対象です。
鉄博ホール

フラワーヘッドマークで春を呼ぶ！

期間中、春の訪れをより感じられるよう、ヒストリーゾーンの車両に「花」にちなんだヘッ
ドマークを掲出します。（「はまなす」ヘッドマークについては 3 月 21 日（火）以降掲出）

「さくら」
（C57 形式蒸気機関車に掲出）

12

「さくら」
（EF66 形式電気機関車に掲出）

「はまなす」
（ED75 形式電気機関車に掲出）

さいたま市ＰＲキャラクター「つなが竜ヌゥ」登場

さいたま市のＰＲキャラクター「つなが竜ヌゥ」が登場。転車台回転
実演に登場するほか、スペシャルビンゴ大会も実施！
【転車台回転実演】
■期 日 ３月 29 日（水）
■時 間 12:00～12:10、15:00～15:10
■場 所 ヒストリーゾーン１Ｆ 転車台
【スペシャルビンゴ大会】
■期 日 ３月 29 日（水）
■時 間 13：30～14：00 ※13：20 よりビンゴ台紙を配布します。
■定 員 100 名様 ※小学生以下のお客さまが対象です。
■場 所 エントランスゾーン２Ｆ ステンドグラス前

つなが竜ヌゥ

