２０１７年１２月１８日
鉄 道 博 物 館

あけまして、おめてつ！
今年もお正月イベント“鉄はじめ 2018”開催！
●鉄道博物館は 2018 年１月２日(火)～１月 31 日(水)まで新春イベント「てっぱく
鉄はじめ 2018」を開催いたします。
※１月２日(火)は冬休み期間中のため開館します。
※１月９日、16 日、23 日、30 日は休館します(いずれも火曜日)。

●イベントはすべて無料（入館料のみ）でお楽しみいただけます。あなたの“鉄は
じめ”をぜひてっぱくで！ ※ショップ・レストランの商品は除きます。

新春の目玉イベント！
～盛りだくさんのイベントから特におすすめのイベントをご紹介します。～

１

人気投票ベスト１０車両 車内特別公開（期間中毎日１車両を公開）

2017 年 10 月に開催した開館 10 周年イベント「鉄道博物館車両人気
投票」でベスト 10 にランクインした人気車両のうち９両の車内を、展
示解説員の解説付きで公開します。

車両ステーション

２

新春初学び！車両ステーション探検（期間中毎日実施）

さまざまなミッションが記された「鉄道博物館ワークシート」を使っ
て車両ステーションに展示されている車両を楽しく学ぶイベントです。
毎日先着で 100 名様（土休日は 200 名様）にはプレゼントも！

鉄道博物館ワークシート

３

新春てっぱくお宝展（2018 年１月 20 日(土)～２月４日(日)の間実施）

当館所蔵資料のうち、新春にちなんで“富士山”に関するものを期間
限定で特別公開します。普段は収蔵庫で保管し、展示室に出る機会が大
変少ない資料ばかりです。ぜひこの機会にご覧ください。

錦絵「六郷川蒸気車往返之全図」

【
“鉄はじめ 2018”イベントカレンダー】
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探検・映像上映
クハ181運転室公開
お宝展

※レストラン・ショップの限定メニュー及び商品は、期間中ご準備しております。
（福袋は除きます。それぞれ売り切れの節はご容赦ください。）

イベントの詳細は次のページから！
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１

人気投票ベスト 10 車両 車内特別公開
2017 年 10 月に開催した開館 10 周年イベント「鉄道博物館車
両人気投票」でベスト 10 にランクインした人気車両のうち、９
両の車内を公開します。一部を除き通常は入れない車内に入るこ
とができ、当館スタッフによる解説付きでご案内する新春ならで
はの特別なイベントです。
期
時
場
車

間：2018 年１月２日(火)～１月 31 日(水)
間：各日 12：30～13：30
※車内公開時間は１組約２～３分の入換制です。
車両ステーション
所：１Ｆ車両ステーション
両：１月２日(火)～４日(木)
21 形式新幹線電車(0 系カットモデル)運転室【第 1 位】
１月５日(金)～７日(日)
222 形式新幹線電車(200 系新幹線) 運転室 【第 4 位】
１月８日(月・祝)～11 日(木)クモハ 101 形式電車(101 系電車)運転室
【第 5 位】
１月 12 日(金)～14 日(日) ナハネフ 22 形式客車 客室
【第 6 位】
１月 15 日(月)～18 日(木) EF55 形式電気機関車 運転室
【第 2 位】
１月 19 日(金)～21 日(日) EF66 形式電気機関車 運転室
【第 7 位】
１月 22 日(月)～25 日(木) C57 形式蒸気機関車 運転室
【第 3 位】
１月 26 日(金)～28 日(日) クハ 481 形式電車(485 系電車)運転室
【第 8 位】
１月 29 日(月)～31 日(水) クハ 181 形式電車(181 系電車)運転室
【第 9 位】

21 形式新幹線電車【第１位】

２

EF55 形式電気機関車【第２位】

C57 形式蒸気機関車【第３位】

新春初学び！車両ステーション探検
さまざまなミッションが記された「鉄道博物館ワークシート」を
使って車両ステーションに展示されている車両を楽しく学ぶイベ
ントです。
全てのミッションをクリアしたお客さまには、各日先着 100 名様
（土休日は 200 名様）に、インフォメーションにて鉄道博物館オリ
ジナル「103 トレインカドケシ」をプレゼントします。
期 間：2018 年１月２日(火)～１月 31 日(水)
時 間：10：00～18：00(１月６日は 20：00 まで)
場 所：１Ｆ車両ステーション
※「鉄道博物館ワークシート」はエントランス正面ゲート前
付近で配布します。
終了後はインフォメーション係員に提示してください。

鉄道博物館ワークシート

103 トレインカドケシ

３

新春てっぱくお宝展
当館所蔵資料のうち、新春にちなんで“富士山”に関するものを期間
限定で特別公開します。普段は収蔵庫で保管し、展示室に出る機会が大
変少ない資料ばかりです。ぜひこの機会にご覧ください。
期 間：2018 年１月 20 日(土)～２月４日(日)
場 所：２Ｆスペシャルギャラリー２

ヘッドマーク「富士」

錦絵「六郷川蒸気車往返之全図」

４

0 系新幹線「光り前頭」取り外し解説
0 系新幹線電車【人気投票第１位】の前頭部分のカバー(光り前頭)
を取り外し、当館の展示解説員が解説します。
普段は見ることのできない前頭部分の中にあるものとは？その目
的と機能を解説します。
期 間：2018 年１月 13 日(土)・14 日(日)
時 間：13：00～13：30
場 所：１Ｆ車両ステーション ０系新幹線棟

５

0 系新幹線電車

1 号機関車ものがたり解説
１号機関車【人気投票第 10 位】の汽笛の音色を鳴らすとともに鉄
道開業当時の様子を展示解説員が紹介します。
国の重要文化財である 1 号機関車の汽笛の音色をお楽しみくださ
い。
期 間：2018 年１月 20 日(土)・21 日(日)
時 間：13：00～13：20
場 所：１Ｆ車両ステーション １号機関車

６

1 号機関車

C57 形式蒸気機関車への飾り付け
車両ステーション中央の転車台に展示されている C57 形式蒸気機関車
【人気投票第３位】に、年初めに相応しい装飾を取り付けます。
期 間：2018 年１月２日(火)～７日(日)
場 所：１Ｆ車両ステーション C57 形式蒸気機関車

C57 形式蒸気機関車

７

“鉄はじめ 2018”新春ナイトミュージアム
新年を記念して、当館主催のナイトミュージアムを実施します。
イルミネーションの中を走るミニ運転列車や、御料車見学ツアー、
てっぱくビンゴなど楽しいイベントが盛りだくさん！
さらに新成人(1997 年４月２日～1998 年４月１日生まれ)
のお客さまには、運転免許証や成人式の招待状など、年齢を証明
できるものをインフォメーションにてご提示のうえでご入館いただ
くと「鉄道博物館オリジナルトランプ」をプレゼントします。
期 間：2018 年１月６日(土) (成人の日の前々日です)
時 間：18：00～20：00(入館は 19：30 までとなります)
場 所：鉄道博物館内全域
※ナイトミュージアム時間帯の D51 シミュレータ及びミニ運転列
車の整理券は 18：00 よりそれぞれの場所にて配布いたします。
※その他イベントの詳細は当館ＨＰのお知らせにて発表します。
鉄道博物館オリジナルトランプ

８

新幹線の軌跡～夢の超特急は今～ 映像上映
当館スペシャルギャラリー１にて好評開催中の JR 発足 30 周年記念展「進
化・深感・新幹線」に合わせて、子どもから大人まで、絶大な人気を誇る
夢の超特急、新幹線の軌跡に関する映像をてっぱくホールで上映します。
ご家族やお友達とぜひご覧ください。
期 間：2018 年１月２日(火)～１月 31 日(水)
時 間：12：00～、13：00～、14：00～、15：00～(各回約 40 分)
場 所：てっぱくホール
内 容：新幹線の軌跡～夢の超特急は今～
協 力：ビコム株式会社
※てっぱくビンゴ開催日は 15：00 の回を休止します。

９

新幹線の軌跡～夢の超特急は今～
（イメージ）

新春！鉄はじめ 2018 てっぱくビンゴ
館内外での様々なイベントで開催され、ご好評いただいている「てっぱ
くビンゴ」を鉄はじめでも開催します。新春記念で、いつもより豪華な賞
品があるかもしれませんよ！？
期 間：2018 年１月 27 日(土)・28 日(日)
時 間：15：30～(約 30 分)
場 所：てっぱくホール
定 員：100 組
※小学生以下のお客さまにビンゴ台紙をお渡しします。

てっぱくビンゴ台紙
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ボランティアスタッフによる新春イベント

新年も、JR（国鉄）OB・現役 JR 社員が在籍する「鉄道博物館ボランティア」によるイベントを多
数開催します。

（１）制帽コレクション
いろいろな時代の鉄道のお仕事の制帽が勢ぞろいする「制帽コレク
ション」
。現代の駅長さんから、昔の SL 乗務員さんの帽子まで、さま
ざまな帽子をご用意しております。ボランティアスタッフが撮影のお
手伝いをいたしますので、カメラをご用意ください。
期 間：2018 年１月３日(水)・４日（木）
時 間：10：30～11：30
場 所：１F 車両ステーション ０系展示棟
制帽コレクション

（２）ライブ東京駅
東京駅 19 番線ホームから新幹線が出発するシーンを再現します。
きっぷ切り実演や駅長さんの制帽をかぶっての記念撮影ができるほ
か、ひかり号車内で、車掌さんによる車内放送や「きっぷ拝見」イベ
ントを行います。
期 間：2018 年１月６日(土)
時 間：10：30～11：30
13：30～14：30
場 所：１F 車両ステーション ０系展示棟

ライブ東京駅（イメージ）

（３）ライブ上野駅
かつての上野駅の情景を再現。きっぷ切り実演や上野駅ホームで特
急列車の発車シーンを見学し、特急列車車内で「きっぷ拝見」を行い
ます。昭和 40 年代の上野駅から、旅立つ気分になれます。
期 間：2018 年１月７日(日)
時 間：10：30～11：30
13：30～14：30
場 所：１F 車両ステーション 上野駅（クハ 481 ひばり横）
ライブ上野駅（イメージ）
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２Ｆミュージアムショップにて「鉄はじめ 2018」福袋販売！
恒例の新春「てっぱく福袋」を 2018 年も販売いたします。
日 時：2018 年１月２日（火）10：00～なくなり次第
場 所：2F ミュージアムショップ横 臨時売店
内 容：今年は福袋【黒】5,000 円（税込）を限定 20 個、【白】3,000 円（税込）を限定 50 個
ご用意。それぞれ 20 種類の商品を詰め合わせております。
2018 年１月からテレビアニメの放映が始まるシンカリオン文房具グッズも！
【黒】5,000 円（税込）はクハ 181 形式電車の懐中時計やショルダーバッグなど、
【白】3,000 円（税込）はオリジナルお菓子、キーホルダー時計などが目玉です。
※画像商品と一部デザイン違いになる場合がございます。ご了承ください。

福袋【黒】5,000 円（税込）
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福袋【白】3,000 円（税込）

１Ｆレストラン日本食堂「鉄はじめ 2018」特別メニュー

鉄道博物館リニューアルに伴い、2018 年２月頃をもって閉店となる 1F
レストラン日本食堂ではお正月にちなんだメニューを販売いたします。
年越しそばの次は「太く・長～～～く生きられますように」と願いを込
めて年明けにふさわしいうどんをご用意しました。
商品名：鴨うどん
期 間：１月２日（火）～なくなり次第 ※限定 100 食販売いたします。
価 格：480 円（税込） ※ドリンクセット 630 円（税込）

レストラン日本食堂 鴨うどん
（イメージ）

