2019 年 ５ 月 23 日
鉄 道 博 物 館

おかげさまで１周年！
鉄道博物館 「南館開館１周年記念イベント」の開催について
おかげさまで鉄道博物館 南館は 2019 年７月５日に開館１周年を迎えます！
これを記念して、これまでのご愛顧への感謝の気
持ちをお伝えするべく、2019 年６月 15 日（土）～
７月 15 日（月・祝）まで南館の魅力を感じていただ
けるイベントを開催します。
〇目玉イベントとして、以下の３つを実施します。
① 普段は公開していないＥ５系新幹線電車モックアップのグランクラス特別公開、
学芸員による車両解説・グランクラスアテンダントによる車内サービスの疑似
体験
② 仕事ステーションの映像や実物展示を使って学芸員が実演および解説を行う
『学芸員による「仕事ステーション実物展示」実演・ガイドツアー』【新規】
③ 歴史ステーションの制作に携わった学芸員が、完成・開館までの苦労話や、見ど
ころなどをご紹介する『学芸員による「歴史ステーションのヒ・ミ・ツ」ガイド
ツアー』【新規】
〇その他、
「南てっぱく駅」開業１周年記念入場券の配布や、記念オリジナル弁当の販
売など、全 13 のイベントをご用意しました。
※火曜日（６月 18 日、25 日、７月２日、９日）は休館日です。

◆◆イベント一覧 （★は新規）◆◆
【南館の魅力を満喫でき、思い出づくりにオススメのイベント】
１
Ｅ５系新幹線電車モックアップ グランクラス特別公開
２ ★学芸員による「仕事ステーション実物展示」実演・ガイドツアー
３ ★学芸員による「歴史ステーションのヒ・ミ・ツ」ガイドツアー
４
400 系新幹線電車連結器開閉実演
５ ★南館開館１周年記念ヘッドマーク掲出・オリジナル缶バッジ作り体験
６ ★南てっぱく駅開業 1 周年記念入場券配布
７ ★南館開館１周年×七夕 短冊に願いを込めて
８ ★南館開館１周年記念オリジナル弁当販売
９ ★ビューレストラン「東北グルメ祭り」特別メニュー販売＆人気投票
【お子さまにオススメのイベント】
10 ★「新幹線変形ロボ シンカリオン Ｅ５はやぶさ ＭｋⅡ」初登場！！
11
南館開館１周年をみんなでお祝い！人気キャラクター大集合！！
【企画展「鉄道マンの仕事アルバム～鉄博フォトアーカイブ展～」の魅力に触れるイベント】
12 ★岩崎・渡邊コレクション ガラス乾板実物とプリント初公開
13 ★企画展「鉄道マンの仕事アルバム～鉄博フォトアーカイブ展～」国鉄フィルム・レポート上映大会

◆◆注目の新規イベント◆◆
学芸員による「仕事ステーション実物展示」実演・ガイドツアー

学芸員による「歴史ステーションのヒ・ミ・ツ」ガイドツアー

南館開館 1 周年記念イベントカレンダー
イベント開催期間：2019 年６月 15 日（土）～７月 15 日（月・祝）
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※６月 18 日（火）
、25 日（火）
、７月２日（火）
、９日（火）は休館日です。

１

Ｅ５系新幹線電車モックアップ グランクラス特別公開

普段は公開していないＥ５系新幹線電車モックアップのグランクラスを特別公開します。
学芸員による車両解説・運転室見学のほか、実際に乗務しているグランクラスアテンダン
トによる、車内で提供している軽食等のサービスの説明など、ワンランク上の車内サービス
を疑似体験していただきます。また、前回好評だったグランクラスオリジナルグラス付きコ
ースもご用意します。
■開催日 2019 年７月６日（土）
、７日（日）
■時 間 ①10：30～11：00
②11：15～11：45
③12：00～12：30
④13：30～14：00
⑤14：15～14：45
⑥15：00～15：30
■受 付 南館１Ｆ 仕事ステーション Ｅ５系新幹線電車モックアップ裏特設カウンター
■定 員 各回６名（整理券制）
■料 金 Ａコース 4,000 円（グランクラスオリジナルグラス付き）
Ｂコース 1,000 円
【コース内容】
① グランクラスシート体験・Ｅ５系新幹線運転室見学
② 学芸員によるＥ５系新幹線電車解説
③ グランクラスアテンダント車内サービス疑似体験
④ グランクラスプロモーションムービー「Gran Class な世界」上映
Ａコース 上記①～④

＋ グランクラスオリジナルグラス

Ｂコース 上記①～④

Ｅ５系新幹線電車モックアップ

グランクラス車内

グランクラスアテンダントによる
車内サービス（イメージ）

※価格は全て税込みです。
※各日 10：00 から南館１Ｆ Ｅ５系新幹線電車モックアップ前にて６回分全ての整理券（各回先着６
名、合計 36 名様）を配布します。
（なくなり次第終了）
※整理券は１名につき１枚配布します。全６回のうち、指定されたいずれか１回のみご参加いただけます。
※整理券をお持ちのお客さまは開始時間の５分前に受付にお越しください。
※コースによって内容と料金が異なります。受付時にご希望のコースをお選びいただき、料金をお支
払いください（現金のみの取扱い）
。

２

学芸員による「仕事ステーション実物展示」実演・ガイドツアー

NEW

当館学芸員が、南館１Ｆ仕事ステーションの映像や実物展示について解説、実演等を行い
ます。鉄道には、安全安定輸送を支える様々な仕事があることや、そのやりがいについて知
ることができます。
■開催日
■時 間
■場 所
■定 員
■対 象

2019 年７月６日（土）
、７日（日）
16：00～17：00
南館１Ｆ 仕事ステーション
最大 20 名（先着順、定員になり次第受付終了）
小学生以上のお客さま

【仕事ステーション実物展示（一例）
】

架線摩耗計測

車輪計測・打音検査

軌道計測

南てっぱく駅

踏切安全設備

建設工事シミュレーション

車両デザインラボ

※当日は、上記のいずれか２～３つの実物展示について解説・実演を行います。
※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。

３

学芸員による「歴史ステーションのヒ・ミ・ツ」ガイドツアー

NEW

南館３Ｆ歴史ステーションの制作に携わった学芸員が、その経緯や完
成・開館までの苦労話、見過ごしてしまいそうな見どころなど、様々な
エピソードをご紹介します。
■開催日
■時 間
■場 所
■定 員

2019 年６月 29 日（土）
、30 日（日）
14：30～15：30
南館３Ｆ 歴史ステーション
最大 20 名（先着順、定員になり次第受付終了）

歴史ステーション 日本の鉄道前史

※開始５分前に南館３Ｆ歴史ステーション入口付近に集合してください。
※どなたでもご参加いただけます。
※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。

歴史ステーション 中央時計ひろば

４

400 系新幹線電車連結器開閉実演

400 系新幹線電車の連結器を開閉し、その役割や機能、200 系新幹線電車の連結器との違
い等について展示解説員が解説します。また、1992 年に 400 系新幹線電車が登場した際の
PR ビデオを上映します。
■開催日
■時 間
■場 所
■定 員

2019 年６月 22 日（土）、23 日（日）
13：30～（約 15 分間）
南館１Ｆ 仕事ステーション 400 系新幹線電車前
最大 60 組（先着順、定員になり次第受付終了）

400 系新幹線電車

400 系新幹線電車 連結器

※開始５分前に南館１Ｆ400 系新幹線電車前に集合してください。

５

南館開館 1 周年記念ヘッドマーク掲出・オリジナル缶バッジ作り体験

NEW

車両ステーション１Ｆ転車台の EF55 形電気機関車に期間限定でオリジナルの記念ヘッド
マークを掲出します。
また、これに合わせて南館開館１周年記念ヘッドマークがデザインされたオリジナル缶バ
ッジを作るイベントを実施します。
（１） ヘッドマーク掲出
■開催期間 2019 年６月 22 日（土）～７月 15 日（月・祝）
■時
間 10：00～18：00
■場
所 本館１Ｆ 車両ステーション EF55 形電気機関車
※車両ステーション１Ｆ転車台に展示している車両は、６月 19 日（水）より
C57 形蒸気機関車から EF55 形電気機関車に入れ換わります。

（２） オリジナル缶バッジ作り体験
南館開館 1 周年記念ヘッドマーク

■開催期間 2019 年６月 22 日（土）～７月８日（月）
■時
間 ①10：00～12：00 ②13：00～15：00
■場
所 本館１Ｆ エントランス横ボランティアカウンター付近
※各日、缶バッジパーツがなくなり次第、体験終了となります。

６

南てっぱく駅開業１周年記念入場券配布

NEW

南館と同時に開業した仕事ステーション「南てっぱく駅」の 1 周年を記念して、オリジナ
ルの記念入場券を配布します。
■配布日
■時 間
■場 所
■配布数

2019 年７月５日（金）
10：00～なくなり次第配布終了
南館１Ｆ 仕事ステーション 南てっぱく駅みどりの窓口
限定 500 枚

南てっぱく駅開業１周年記念入場券（イメージ）

※記念入場券は先着順でお一人様につき１枚配布します。
※入場券のデザインは変更になる場合があります。
※この入場券は、実際の駅への入場や鉄道博物館への入館にはご利用いただけません。

７

南館開館１周年×七夕 短冊に願いを込めて

NEW

７月７日（日）の七夕に合わせて、南館１Ｆ仕事ステーション「南
てっぱく駅」に笹を設置します。鉄道博物館に対するメッセージや皆
さんの夢など、短冊に願いを書いて飾ってください。
■開催期間 2019 年７月３日（水）～７月７日（日）
■時
間 10：00～18：00
■場
所 南館１Ｆ 仕事ステーション 南てっぱく駅改札口付近
※短冊がなくなり次第、イベントを終了します。
2017 年度の様子

８

南館開館１周年記念オリジナル弁当販売

NEW

「南館開館 1 周年記念オリジナル弁当」を期間限定で販売します。太巻き、いなり寿司等
で機関車をイメージした記念のお弁当を、オリジナルの掛け紙でご提供します。ぜひ、この
機会にご賞味ください。
■販売日 2019 年６月 22 日（土）、23 日（日）、29 日（土）、30 日（日）、
７月６日（土）
、７日（日）、13 日（土）
、14 日（日）、15 日（月・祝）
■時 間 10：30～14：00（売り切れ次第終了）
■場 所 駅弁屋（南・北）
■販売数 各日限定 100 個
■料 金 1,000 円（税込み）
【メニュー内容】

ポテトサラダの煙と、いなり寿しの車体、かん
ぴょう巻きの車輪で機関車をイメージしたお弁
当です。オリジナルの掛け紙で販売します。
上段
鶏つくねと野菜の煮物、かまぼこ、玉子焼き、
ひじき煮、漬物(つぼ漬）
、海老のあられ揚げ、
鶏唐揚げ、炙り〆鯵、アサリ煮
下段
太巻き、いなり寿し、かんぴょう巻き、
ポテトサラダ
南館開館 1 周年記念オリジナル弁当（イメージ）

９

ビューレストラン「東北グルメ祭り」特別メニュー販売＆人気投票

NEW

南館４Ｆビューレストランで東北地方のご当地グルメが味わえる「東北グルメ祭り」を実
施します。期間中、３種類の特別メニューを販売し、人気投票を行います。ぜひこの機会に
ご賞味いただき、お気に入りの特別メニューに投票してください。
■開催期間
■場
所
■営業時間
■販売価格

2019 年６月 22 日（土）～７月 15 日（月・祝）
南館４Ｆ ビューレストラン
平日 11：00～ 土休日 10：30～（ラストオーダー17：30）
各メニュー ドリンクセット 980 円（税込み）

【東北グルメ祭り特別メニュー】

【盛岡】じゃじゃ麺
平打ちうどんを使用し、じゃじゃ
麺ソースと半熟卵がまろやかにマッ
チング。

【仙台】牛タンカレー

【会津】ソースカツ丼

牛タンはやわらかく、旨味たっぷ
りの一品。ナスとズッキーニ添え。

揚げたてサクサクカツは、ビューレスト
ラン特製ソースをたっぷりかけてお召し上
がりください。

※ビューレストラン内に投票用紙と投票箱を設置します。
※投票結果は、７月下旬にホームページ「お知らせ」にて発表します。

１０

「新幹線変形ロボ シンカリオン Ｅ５はやぶさ ＭｋⅡ」初登場！！

NEW

てっぱく初登場のシンカリオン Ｅ５はやぶさ ＭｋⅡが、Ｅ６こまちと一緒
にやってきます。鉄道博物館に初めて揃う２体との写真撮影会に是非ご参加く
ださい。
■開催日 2019 年７月６日（土）
■時 間 ①11：30～12：00 頃
②13：00～13：30 頃
③15：00～15：30 頃
■場 所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前イベントスペース
■定 員 各回先着 60 組（整理券制）
※当日 10：00 から本館２Ｆスペシャルギャラリー前にて３回分全ての整理券（各回先
着 60 組様）を配布します。
（なくなり次第終了）
※整理券は１組につき１枚配布します。上記①～③のうち、１回のみご参加いただけます。
※整理券に記載されている時間に会場にお越しください。
※カメラはお客さまご自身でご用意ください。

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

１１

南館開館１周年をみんなでお祝い！人気キャラクター大集合！！

これまで鉄道博物館にやってきた人気キャラクターが南館開館１周年のお祝いにやって
きます。一緒に写真撮影ができるほか、転車台回転実演にも登場します。
（１） 能登ふるさと博マスコットキャラクター 「のとドン」
石川県観光ＰＲマスコットキャラクター 「ひゃくまんさん」
■登 場 日
■場
■内

■主

2019 年６月 15 日（土） 「のとドン」・「ひゃくまんさん」
2019 年６月 16 日（日） 「のとドン」のみ
所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前イベントスペース
容 ○写真撮影・グリーティング
［１回目］ 10：30～11：00
［２回目］ 13：30～14：00
［３回目］ 16：15～16：45
○転車台回転実演登場
［１回目］ 12：00～
［２回目］ 15：00～
○北陸新幹線ぬりえコーナー
10：30～16：00（なくなり次第、配布終了）
催 能登ふるさと博開催実行委員会（石川県観光企画課）

（イメージ）

※石川県観光ＰＲマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」は、６月 15 日（土）
のみ登場します。
（イメージ）

（２）木古内町公式キャラクター「キーコ」
■登 場 日
■場
所
■内
容

■主

2019 年６月 22 日（土）、23 日（日）
本館２Ｆ スペシャルギャラリー前イベントスペース
○写真撮影・ノベルティ配布
［１回目］10：00～10：30
［２回目］13：30～14：00
○転車台回転実演登場
［１回目］12：00～
［２回目］15：00～
○Ｈ５系新幹線・道南いさりび鉄道ペーパークラフト
［１回目］11：00～11：30（先着 50 名）
［２回目］13：00～13：30（先着 50 名）
○木古内鉄道クイズ
（イメージ）
14：30～15：00（先着 50 名）
○北海道新幹線・道南いさりび鉄道・木古内町鉄道観光スポット等のパネル展示
催 北海道木古内町役場

（３）さいたま市ＰＲキャラクター 「つなが竜ヌゥ」
■登 場 日 2019 年７月５日（金）
■場
所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前イベントスペース
■内
容 ○写真撮影・グリーティング
［１回目］10：00～10：30
［２回目］13：30～14：00
○転車台回転実演登場
［１回目］12：00～
［２回目］15：00～
■主
催 さいたま市大宮区コミュニティ課
（イメージ）

（４）群馬県のマスコット 「ぐんまちゃん」
■登 場 日
■場
所
■内
容

■主

2019 年 7 月６日（土）
本館２Ｆ ステンドグラス前
○写真撮影・グリーティング
［１回目］10：30～11：00
［２回目］14：00～14：30
［３回目］16：00～16：30
○転車台回転実演登場
［１回目］12：00～
［２回目］15：00～
催 群馬県・ＪＲ東日本高崎支社
（イメージ）

（５）埼玉県深谷市イメージキャラクター 「ふっかちゃん」
■登 場 日 2019 年７月７日（日）
■場
所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前イベントスペース
■内
容 ○写真撮影・グリーティング
［１回目］10：30～11：00
○転車台回転実演登場
［１回目］12：00～
［２回目］15：00～
■主
催 深谷市役所・公益財団法人深谷市地域振興財団
（イメージ）

（６）千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」
えきちょうけん

ＪＲ東日本千葉支社マスコットキャラクター「 駅 長 犬」
■登 場 日 2019 年７月 14 日（日）
■場
所 本館２Ｆ ステンドグラス前
■内
容 〇写真撮影・グリーティング
［１回目］10：45～11：15
［２回目］13：30～14：00
〇転車台回転実演登場
［１回目］12：00～
［２回目］15：00～
■主
催 千葉県・ＪＲ東日本千葉支社
（イメージ）

１２

岩崎・渡邊コレクション ガラス乾板実物とプリント初公開

（イメージ）

NEW

６月 30 日（日）まで本館２Ｆスペシャルギャラリー１で開催中の
企画展「鉄道マンの仕事アルバム～鉄博フォトアーカイブ展～」に
おいて、当館が所蔵している中でも極めて貴重な写真コレクション
「岩崎・渡邊コレクション」のガラス乾板の実物と、プリントを初
公開します。
■開催日 2019 年６月 29 日（土）
、30 日（日）
■時 間 10：00～18：00
■場 所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー１
※入館料のみでご覧いただけます。
岩崎・渡邊コレクション
ガラス乾板とプリント（イメージ）

１３

企画展「鉄道マンの仕事アルバム～鉄博フォトアーカイブ展～」
国鉄フィルム・レポート上映大会

NEW

企画展「鉄道マンの仕事アルバム～鉄博フォトアーカイブ展～」
で展示した、昭和 50 年代に撮影された貴重な映像資料 21 本と、今
回のイベントでのみご覧いただける 1 本を合わせて一挙に上映しま
す。今では見ることができなくなった列車や当時の鉄道マンの仕事
の様子が続々と登場します。
■開催日
■時 間
■場 所
■定 員

国鉄フィルム・レポート
2019 年６月 29 日（土）
、30 日（日）
「東京綜合指令室」のワンシーン
①11：00～ ②13：30～（1 日 2 回上映、各回約 150 分間）
（イメージ）
北館 てっぱくホール
約 100 名

※上記開催日は、現在上映中の「日本列島 列車大行進 2019」は
中止します。

国鉄フィルム・レポート
「勾配線を守る」のワンシーン
（イメージ）

