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東日本旅客鉄道株式会社
大

宮

支

社

7 月 17 日 より鉄 道 博 物 館 にて「第 10 回 こども鉄 道 作 品 展 」を開 催 ！！
保育園児の夢あふれる絵画作品展に加え、現役車掌・運転士によるお仕事体験型プログラムや
ＪＲ東日本グループのコンテンツによる魅力満載のワークショップを多数実施します。
ＪＲ東日本グループでは、子育て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」として、「駅型保育園」や｢駅型学童｣
などの子育て支援施設の開設や親子で楽しめるイベントの開催に積極的に取り組んでいます。
今年も、子どもたちにもっと鉄道を身近に感じてもらいたい、親子の思い出をたくさんつくってもらいたいという想いから、
鉄道博物館で「こども鉄道作品展」を開催いたします。
駅型保育園に通う園児約 850 名の夢あふれる絵画の展示をはじめ、現役の車掌・運転士によるお仕事体験型プ
ログラムなどのワークショップを実施する予定です。

１ 主

催

東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社
（協力：鉄道博物館）

２ 開催場所
鉄道博物館（作品のご見学およびワークショップへのご参加は
鉄道博物館への入館料が必要です）
【鉄道博物館の入館料（税込）】
・一般 1,300 円

・小中高生 600 円

・幼児（3 歳以上未就学児） 300 円

３ 開催日時

2019 年 7 月 17 日（水）～2019 年 8 月 18 日（日）
10：00～18：00 (鉄道博物館の最終入館は 17：30 です)

埼玉県さいたま市大宮区大成町３丁目 47 番
埼玉新都市交通ニューシャトル
「鉄道博物館大成駅」下車 徒歩１分

4 開催内容
(1) ｢こども鉄道作品展｣
ＪＲ東日本グループの子育て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」
の駅型保育園に通う５歳の園児約 850 名の“でんしゃ”をテーマとした
絵画作品を展示します。想像力豊かな夢あふれる絵画作品を是非お楽
しみください。
※開催期間中は本館２F スペシャルギャラリー前にて常時展示しております。

(２) ワークショップ
毎年大好評の「新幹線ペーパークラフト教室」や、現役の車掌・運転士に
よるお仕事体験型プログラムなど、「鉄道」を通して“学ぶ楽しさ”が満載の
ワークショップを開催します。また JR 東日本グループ各社独自のプログラム
によるワークショップで、グループが一体となってイベントを盛り上げます。
※詳細は別紙をご覧ください。

【ワークショップイメージ】

(３) 子育て支援事業｢HAPPY CHILD PROJECT｣の事業紹介
ＪＲ東日本グループの子育て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」
の取組みについてパネルを用いてご紹介します。
※開催期間中は本館２F スペシャルギャラリー前にて常時展示しております。

【作品展会場イメージ】

「HAPPY CHILD PROJECT」はＪＲ東日本グループの子育て支援事業の総称です。
駅型保育園、駅型学童、交流コミュニティひろばなどの施設開設だけでなく、親子で参加できるイベント開催など、
子育て中のご家族を応援する幅広い取組みを進めています。

別紙

Work Shop
① ペーパークラフト教室
新幹線のペーパークラフトを親子で制作する教室です。
人気の「とれたんず」のはやぶさくん、こまちちゃん、かがやきくんを含む全７種からお選びいただけます。
完成品はお持ち帰りいただけます。
・対

象: 小学生以下 ※未就学児保護者同伴

・開 催 日: ８月４日（日）
・開催時間: ①11：00～13：00
②14：30～16：30
・所要時間: 20 分程度
・会

場: 鉄道博物館 本館２Ｆ ステンドグラス前

・参加方法: 会場にて順次ご案内します(予約不要)
・参 加 費: 無料
※無くなり次第終了となりますので、ご了承ください

② HAPPY CHILD PROJECT オリジナルグッズを作ろう ～とれたんずバッグペイント～
大人気の「とれたんず」がプリントされたミニバックにお好きな色でペイントを行うワークショップです。
完成品はお持ち帰りいただけます。
・対

象: 小学生以下 ※未就学児保護者同伴

・開 催 日: ８月 9 日（金）
・開催時間: ①11：00～13：00
②14：30～16：30
・所要時間: 20 分程度
・会

場: 鉄道博物館 本館２Ｆ ステンドグラス前

・参加方法: 会場にて順次ご案内します(予約不要)
・参 加 費: 無料
※なくなり次第終了となりますので、ご了承ください

③ 「車掌・運転士によるお仕事紹介」
京浜東北線・埼京線・宇都宮線等で働いている現役の車掌・運転士と楽しく学んで、夏休みの思い出の１ページを
作ります。

・開 催 日: 8 月 16 日（金）
・開催内容:
① 車掌のお仕事体験【定員：10 名】
クモハ 101 形電車のドア開閉や車内放送を、現役の車掌と一緒に体験できます。
開始時間：11：00～（10：00～ 整理券配布）
場

所：本館 1F

② 運転士のお仕事体験【定員：21 名】
運転体験教室を現役の運転士と一緒に体験できます。
開始時間：14：00～（10：00～ 整理券配布）
場

所：南館 2F 運転士体験教室

③ 子供制服撮影会【定員：各回 30 名（計 90 名）】
貴重な子供制服を着て、記念撮影ができます。※カメラもしくはスマートフォンをご準備ください
開始時間：11：00～（10：30～ 整理券配布）
14：00～（13：30～ 整理券配布）
16：30～（16：00～ 整理券配布）
場

所：南館 2F

④ お仕事体験コーナー【定員：各回 15 名（計 45 名）】
普段見ることのできない、車掌・運転士の仕事の裏側を体験することができます。
開始時間：12：30～（12：00～ 整理券配布）
15：30～（15：00～ 整理券配布）
17：00～（16：30～ 整理券配布）
場
・対

所：本館 ステンドグラス前
象: ①②：小学校１～３年生
③④：小学生 3 年生以下

・参加方法: 開催当日「本館 2 階スペシャルギャラリー前」で整理券を配布します
・参 加 費: 無料

④ 世界で一つだけのオリジナルボトルをつくろう！
好きな色のフィルムに絵を描いて、世界で一つだけのオリジナルボトルを作ることができます。作ったオリジナルボトルは
すぐにお持ち帰りいただけます。
・対

象: 小学生以下 ※未就学児保護者同伴

・開 催 日: ８月 17 日（土）
・開催時間: 10：00～17：00
・所要時間: 20 分程度
・会

場: 鉄道博物館 本館 2Ｆ・ステンドグラス前

・参加方法: 会場にて順次ご案内します(予約不要)
・参 加 費: 無料
・出

展: acure
(株式会社ＪＲ東日本ウォータービジネス)

⑤ 乗車マナー教室と駅員制帽のサンバイザー制作
列車でおでかけする際のマナー教室、人気の駅員制帽制作をお楽しみいただけるワークショップです。親子でご参加
いただけるプログラムです。

・対

象: 小学生以下 ※未就学児保護者同伴

・開 催 日: ８月 18 日（日）
・開催時間: ①11：00～11：30

②12：00～12：30

③13：00～13：30

④14：00～14：30

・所要時間: 30 分程度
・会

場: 鉄道博物館 本館２Ｆ・ステンドグラス前

・定

員: 各回 30 名

・参加方法: 開催当日、10 時より上記会場にて全回の整理券を配布します

