2018 年 12 月 20 日
鉄 道 博 物 館

鉄道博物館 2019 年お正月イベント
「てっぱく鉄はじめ 2019」の開催について
○鉄道博物館では 2019 年１月２日（水）～1 月 14 日（月・祝）まで「てっぱく鉄
はじめ 2019」を開催します。
○学芸員と一緒に館内を縦断しながら鉄道の歴史や仕組みについて学ぶガイドツア
ーや、新登場の「鉄道博物館ワークシート 新幹線編」を使った謎解きなど、大人
からお子さままで楽しめるイベントを実施いたします。
○ミュージアムショップ TRAINIART では、新春恒例の福袋を販売します。
※イベントは一部を除き入館料のみでお楽しみいただけます。
※1 月８日（火）は休館日です。

◆◆注目の新規イベント◆◆
謹賀新年！学芸員による鉄道博物館縦断スペシャルガイドツアー

新春初学び！新・ワークシートで新幹線謎解き探検

◆◆イベント一覧 （★は新規）◆◆
【鉄道の歴史と新幹線の発達・変化を“学ぶ”
】
１ ★謹賀新年！学芸員による鉄道博物館縦断スペシャルガイドツアー
２ ★新春初学び！新・ワークシートで新幹線謎解き探検
【お正月気分を満喫】
３ ★てっぱくお宝展「初詣と鉄道」
４
新春恒例！「2019 年鉄道博物館新春福袋」販売！
５
Ｅ１系新幹線電車車内特別公開
６
マイテ 39 形客車車内特別公開
７
お正月オリジナルキャンドル作り
８
ボランティアスタッフによるお正月イベント
【お子さまにオススメ】
９
てっぱくビンゴ in 鉄はじめ 2019
10 ★てっぱく思い出Ｔシャツを作ろう

「てっぱく鉄はじめ 2019」イベントカレンダー
イベント開催期間：2019 年 1 月２日（水）～１月 14 日（月・祝）

月

火

水

木

2

3

金
4

土
5

日
6

新・ワークシートで新幹線謎解き探検（1/２～1/14）
てっぱくお宝展（2018/12/26～2019/1/14）
オリジナルキャンドル作り（1/2～1/7）

1
休
館
日

7

福袋

Ｅ１系車内特別公開

「あけまして2019」！！

学芸員による鉄道博物館縦断スペシャルガイドツアー

てっぱくビンゴ

てっぱくビンゴ

ぽっぽや制帽コレクション

9

10

11

ライブ上野駅

ライブ東京駅

12

13

新・ワークシート

新・ワークシートで新幹線謎解き探検（1/２～1/14）

てっぱくお宝展

てっぱくお宝展（2018/12/26～2019/1/14）
てっぱく思い出Ｔシャツを作ろう（1/9～1/14）

オリジナルキャンドル作り

8
休
館
日

14
新・ワークシート
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てっぱく思い出Ｔシャツ
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マイテ39車内特別公開
スペシャルガイドツアー

※イベント開催期間中の火曜日（1 月 8 日）は休館日

Ｅ１系車内特別公開
マイテ39形客車車内特別公開
学芸員による鉄道博物館縦断スペシャルガイドツアー

１

謹賀新年！学芸員による鉄道博物館縦断スペシャルガイドツアー

NEW

当館の学芸員と一緒に歴史ステーション、車両ステーション、科学ステーションなどの
展示室を巡って、広い館内を縦断しながら鉄道の歴史や仕組みについて学ぶこれまでにな
いスペシャルガイドツアーです。見るだけではなく、学芸員の解説を聞いて疑問に思った
ことを質問したり、実際の車両に触れたりすることができます。
■開催日
■時 間
■場 所
■集 合
■定 員

2019 年１月５日（土）
、６日（日）
、12 日（土）
、13 日（日）
、14 日（月・祝）
15：30～17：00（途中でツアーから離れることも可能です）
館内各所
本館１Ｆ 車両ステーション １号機関車前
最大 20 名（先着順、定員になり次第受付終了）

【スペシャルガイドツアー概要】
開催日

テーマ

巡回コース

第１回

1 月５日（土）

【デ 963 形からＥ５系新幹線までの進化の時間軸】 車両ステーション
日本における電車技術の進歩をトピックスとなる３両
↓
を中心に紹介
仕事ステーション
↓
歴史ステーション
↓
鉄道車両年表

第２回

１月６日（日）

【鉄道による貨物輸送】
鉄道による貨物輸送の特色や変遷を紹介

第３回

１月 12 日（土）

【蒸気機関車はなぜ姿を消したのか】
鉄道車両のエネルギー源の
変遷と蒸気機関車の位置づ
けを紹介

第４回

１月 13 日（日）

【通勤輸送の高密度運転を支える技術とソフト】
高密度運転を支えるハード
（車両、ホーム）とソフト
（乗客の協力）を体験しな
がら、社会的要請の変化と
それに対応する技術を紹介

第５回

１月 14 日（月・祝） 【鉄道の信号】
鉄道にとってなぜ信号が必
要なのかを紹介

科学ステーション
↓
企画展「貨物ステーション」
↓
歴史ステーション
↓
車両ステーション
Ｄ５１シミュレータ
↓
科学ステーション
↓
車両ステーション
↓
歴史ステーション
鉄道ジオラマ
↓
車両ステーション
↓
歴史ステーション
↓
Ｅ１系新幹線電車
Ｄ５１シミュレータ
↓
科学ステーション
↓
車両ステーション
↓
歴史ステーション

※スペシャルガイドツアー開始後に途中でツアーから離れることも可能です。
※スペシャルガイドツアーの開催に伴い、１月 12 日（土）および１月 14 日（月・祝）のＤ５１シミ
ュレータは、15：30～16：00 の回の一般利用を中止（整理券配布なし）とさせていただきます。

２

新春初学び！新・ワークシートで新幹線謎解き探検

NEW

新登場の「鉄道博物館ワークシート 新幹線編」を使って、車両ス
テーションと仕事ステーションに展示されている新幹線電車（０系→
200 系→400 系→Ｅ１系→Ｅ５系）の穴埋めに答えながら、新幹線の
発達と変化を学びます。
全て解答していただいたお客さまには、インフォメーションにて
「てっぱくオリジナルトランプ」をプレゼントします（土休日先着
400 名様、平日先着 200 名様）
。
■期
間 2019 年１月２日（水）～１月 14 日（月・祝）
■時
間 10：00～18：00
■対
象 小学生以下のお客さま
■ワークシート配布場所 本館１Ｆ エントランス付近
■プレゼント引換場所 本館１Ｆ インフォメーション
※「鉄道博物館ワークシート 新幹線編」は、なくなり次第配布を終了します
が、鉄道博物館ホームページ（下記 URL）からもダウンロード・印刷できま
す。事前に印刷してご持参いただいたワークシートでもご参加いただけます。
URL:http://www.railway-museum.jp/event/pdf/tp_worksheet3.pdf
※てっぱくオリジナルトランプはワークシート１枚につき１つお渡しします。
※ノベルティは予告なく変更になる場合がございます。

３

てっぱくお宝展「初詣と鉄道」

鉄道博物館ワークシート
新幹線編

てっぱくオリジナルトランプ

NEW

当館の所蔵資料のうち、新春にちなんで「初詣」に関連する資料を期間限定で展示しま
す。鉄道は、参拝客が寺院へ向かうための交通手段として、その役割を果たしてきました。
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。この機会にぜひ
ご覧ください。
■期 間 2018 年 12 月 26 日(水)～2019 年１月 14 日(月・祝)
■場 所 南館３Ｆ 歴史ステーション 中央時計ひろば
【主な展示資料】

京王電車沿線名所図絵 （部分）
1928（昭和 3）年

川崎大師特殊往復乗車券
1958（昭和 33）年

成田山初詣列車時刻表
1934（昭和 9）年

４

新春恒例！「2019 年鉄道博物館新春福袋」販売！
ミュージアムショップ TRAINIART（トレニアート）で、新春恒例の福袋を販売します。
鉄道博物館オリジナル商品を含む、いろいろな鉄道グッズが入った詰め合わせセットです。
■期 間 2019 年１月２日（水）～売り切れ次第販売終了
■場 所 本館１Ｆ ミュージアムショップ TRAINIART
■販売数 ５種類合計 340 個

【種類・販売価格】
種類

内容（一例）

駅員さんの仕事セット

シンカリオンセット

Suica のペンギンセット

新幹線の車両を覚えようセット

新幹線といっしょセット

・駅員さんトートバック
・おしごとロール付箋
・トレインクッション E5
・SL メモ帳
など
・チェンジシンカリオン E7
・鉄道博物館限定シンカリオンアクリルキーホルダー
・新幹線変形ロボ シンカリオン パズル
・新幹線変形ロボ シンカリオン B5 ぬりえ
など
・Suica フェイスクッション
・Suica クリアファイル
・Suica 缶入りメモ
・Suica ぬいぐるみ
など
・サウンドトレイン新幹線 E5 系はやぶさ
・ヘッドマークタンブラー
・メタリック２B 鉛筆 H5 新幹線
・トレインロールメモ E6 系新幹線
など
・トレインロールメモ E７系新幹線
・新幹線ぶるぶるマスコット E5 系はやぶさ
・新幹線ぬいぐるみ E5 系はやぶさ
・鉄道博物館オリジナル車掌クランチ
など

駅員さんの仕事セット（イメージ）

シンカリオンセット（イメージ）
©PJ-S・J/S・TBS

新幹線の車両を覚えようセット
（イメージ）

販売数

販売価格
（税込み）

70 個

5,000 円

70 個

3,000 円

50 個

3,000 円

100 個

3,000 円

50 個

5,000 円

Suica のペンギンセット（イメージ）

新幹線といっしょセット（イメージ）

５

Ｅ１系新幹線電車車内特別公開
「１」月にちなみ、Ｅ１系新幹線電車の車内を特別に公開します。普段は入ることので
きない車内に入り、３人掛け×２列シートに座ってオール２階建て車両の雰囲気を味わっ
ていただけるほか、展示解説員による説明も行います。
■開催日
■時 間
■場 所
■定 員

2019 年１月５日（土）
、６日（日）
、12 日（土）
、13 日（日）
、14 日（月・祝）
15：30～16：30（所要時間約５分、入れ替え制）
南館屋外 Ｅ１系新幹線電車
最大 120 名（先着順、定員になり次第受付終了）

※15：20 頃から列に並んでお待ちいただけます。
※1 回あたり 10 名程度のグループで、約５分間車内をご覧いただきます（入れ替え制）。

Ｅ１系新幹線電車

６

Ｅ１系新幹線電車 ２階席

マイテ 39 形客車車内特別公開

普段は入れないマイテ 39 形客車の車内を特別に公開します。昭和期に特急「富士」とし
て活躍した展望車の桃山式と呼ばれるきらびやかな内装をご覧いただける、お正月ならで
はのイベントです。
■開催日
■時 間
■場 所
■対 象
■定 員

2019 年１月 12 日（土）
、13 日（日）
、14 日（月・祝）
10：30～11：30（所要時間約３分、入れ替え制）
本館１Ｆ 車両ステーション マイテ 39 形客車
中学生以上のお客さま
最大 20 組（先着順、定員になり次第受付終了）

※10：20 頃から列に並んでお待ちいただけます。
※１組約３分間で車内をご覧いただきます（入れ替え制）
。

マイテ 39 形客車

マイテ 39 形客車 展望室

７

お正月オリジナルキャンドル作り

お正月のオリジナルキャンドルを作るイベントです。グラスの中に
自分の好きな色の砂を入れて模様をつくり、電車などのガラス細工を
置いていきます。ジェル状の蝋（ろう）を入れ、固まるまでの間、館
内をご見学いただくと、世界でたった一つだけのオリジナルキャンド
ルの完成です！
■期
■時
■場
■料

間
間
所
金

2019 年１月２日（水）～１月７日（月）
10：00～18：00 (最終受付は 17：00)
本館１Ｆ インフォメーション付近イベントスペース
1,100 円から

お正月オリジナルキャンドル
（イメージ）

※価格は税込みです。
※グラス・カラー砂・鉄道博物館ロゴプレート・貝殻・天然石が基本セットです。
※グラス（容器）の大きさや、オプションによって料金が変わります。

８ ボランティアスタッフによるお正月イベント
ＪＲ東日本のＯＢ・現役社員が在籍する「鉄道博物館ボランティアスタッフ」によるイ
ベントを開催します。

（１） 「あけまして 2019」出発進行！！
記念すべき 2019 年最初の転車台回転実演に「駅長さん」が登場
し、
「2019 年あけましておめでとう！」の掛け声と共に転車台回転
実演を盛り上げます。
■開催日 2019 年１月２日（水）
■時 間 12：00～
■場 所 本館１Ｆ 車両ステーション 転車台
「あけまして 2019」出発進行！
（イメージ）

※転車台回転実演時は転車台両側の柵を閉鎖します。柵の外側からご覧ください。

（２） ぽっぽや制帽コレクション
いろいろな時代の鉄道員の制帽を被って記念撮影ができます。現
代の駅長から、昔の SL 乗務員のものまで、さまざまな制帽をご用
意しています。当館ボランティアスタッフが撮影のお手伝いをいた
します。
ぽっぽや制帽コレクション（イメージ）
■開 催 日 2019 年１月２日（水）、３日（木）、４日（金）
■時間・場所 ①10：30～11：30 本館１Ｆ 車両ステーション クハ 481 形電車前
②13：30～14：30 本館１Ｆ 車両ステーション ０系展示棟

※先着順でご案内します。混雑時は早めに受付を終了する場合があります。
※カメラはお客さまご自身でご用意ください。

（３） ライブ東京駅
東海道新幹線開業時の東京駅 19 番線ホームから０系新幹線電車
が出発するシーンを再現します。駅長の制帽をかぶって記念撮影が
できるほか、きっぷ切りや、ひかり号車内で車掌によるきっぷ拝見
の実演を行います。
■開催日 2019 年１月５日（土）
■時 間 ①10：30～11：30 ②13：30～14：30
■場 所 本館１Ｆ 車両ステーション ０系展示棟

ライブ東京駅（イメージ）

※先着順でご案内します。混雑時は早めに受付を終了する場合があります。

（４） ライブ上野駅
昭和 47 年当時の上野駅から特急列車で旅立つ情景を再現します。
制帽を被って記念撮影ができるほか、上野駅ホームできっぷ切り実演
を行い、クハ 481 形電車「特急ひばり」車内できっぷ拝見を行います。
昭和にタイムスリップしたような気分を味わえます。
■開催日 2019 年１月６日（日）
■時 間 ①10：30～11：30 ②13：30～14：30
■場 所 本館１Ｆ 車両ステーション 上野駅（クハ 481 形電車）付近

ライブ上野駅（イメージ）

※先着順でご案内します。混雑時は早めに受付を終了する場合があります。

９

てっぱくビンゴ in 鉄はじめ 2019

新年一回目の「てっぱくビンゴ」を開催します。鉄道博物館オリジ
ナルグッズ（非売品）に加え、大人気のＥ５シミュレータや車掌シミ
ュレータ体験など、新年に相応しい豪華な賞品をご用意しています。
■開催日
■時 間
■場 所
■対 象
■定 員

2019 年１月２日（水）
、３日（木）
、５日（土）
16：00～（約 30 分間）
北館 てっぱくホール
小学生以下のお客さま
最大 100 組（先着順、定員になり次第配布終了）

てっぱくビンゴ台紙
※15：30 頃から小学生以下のお客さまにお一人様１枚ビンゴ台紙を配布します。
※開始５分前までにてっぱくホールで着席した状態でお待ちください。途中入室は出来ません。

１０

NEW

てっぱく思い出Ｔシャツを作ろう！

ご家族やご友人と館内で撮影した思い出の写真を印刷した、世界に
一つだけのオリジナルＴシャツ・サコッシュ・トートバックを作るこ
とができるイベントです。ご来館の思い出として、ぜひお持ち帰りく
ださい。
■期
■時
■場
■料
■協

間
間
所
金
賛

2019 年１月９日(水)～１月 14 日（月・祝）
11：00～16：00
本館１Ｆ インフォメーション付近イベントスペース
2,000 円から
株式会社リコー

【ラインナップ】
種類
Ｔシャツ

サイズ
子供用
大人用

サコッシュ
トートバック

料金（税込み）

100cm/110cm/120cm
Ｍ
Ｌ
縦 230mm×横 300mm
Ｍ
Ｌ

2,000 円
3,000 円
2,000 円
2,000 円
3,000 円

てっぱく思い出Ｔシャツ・サコッシュ・
トートバック（イメージ）

※印刷した思い出Ｔシャツ、サコッシュ、トートバッグはその日のうちにお持ち帰りいただけます。

１１

レストラン・カフェお正月メニュー

（１） ビューレストラン（南館４Ｆ）
【ニューイヤーチキンプレート】
■期 間 2019 年１月２日（水）～売り切れ次第販売終了
■価 格 単品 1,180 円／ドリンクセット 1,380 円

ニューイヤーチキンプレート
（イメージ）

（２） トレインレストラン日本食堂（本館２Ｆ）
【和牛すねハンバーグ】
■期 間 2019 年１月２日（水）～１月 31 日（木）
■価 格 1,800 円（パンまたはライス、サラダ付）

和牛すねハンバーグ
（イメージ）

（３） 駅弁屋（北・南）
【とちおとめアイスクリーム】
■期 間 2019 年１月２日（水）～売り切れ次第販売終了
■価 格 330 円
とちおとめアイスクリーム
（イメージ）

（４） キッズカフェ（本館１Ｆキッズプラザ内）
【ストロベリーサンデー】
■期 間 2019 年１月２日（水）～2019 年１月 14 日（月・祝）
■価 格 360 円

※上記（１）～（４）の価格は全て税込みです。
※売り切れ次第、販売を終了します。

ストロベリーサンデー
（イメージ）

