２ ０ １ ５ 年 ７ 月 ６ 日
東日本旅 客鉄道 株式会 社
公益財団法人東日本鉄道文化財団

鉄道博物館において「第６回こども鉄道作品展」を開催します！
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「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８００名の夢あふれる絵画の展示をはじめ、現役の電車の運転士・
車掌による「親子鉄道安全教室」、こども鉄道作品展初となる小学校の中・高学年を対象とし
た鉄道の魅力満載のワークショップなど、多くのプログラムをご用意しております。
この機会に「第６回こども鉄道作品展」にお越し下さい。

１ 主

催

･ 東日本旅客鉄道株式会社
･ 公益財団法人東日本鉄道文化財団 鉄道博物館

２ 開催日時
２０１５年８月１８日（火）～２０１５年８月３１日（月）
１０:００～１８：００ (鉄道博物館の最終入館は１７：３０です。)

３ 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」
に参画している駅型保育園の園児約８００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、常時展示しております。

(2) 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」
の取り組みをパネルを用いてご紹介します。
※開催期間中、常時展示しております。

(3) ワークショップ
今年３月に開業した北陸新幹線でおなじみのＥ７系をはじめと
した「新幹線ペーパークラフト教室」や、現役の電車の運転士・
車掌による「親子鉄道安全教室」、初の試みとなる小学校の中・高
学年を対象とした「鉄道」をとおして学びの“楽しさ”や“発見”
が満載のワークショップなど多数開催します。
※スケジュールは、「４ ワークショップについて」をご確認ください。
※ワークショップは鉄道博物館の夏イベント「てっぱく学校」のプログラムに組み込まれています。

４ ワークショップについて
(1) ワークショップ概要
① 新幹線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。
北陸新幹線Ｅ７系をはじめ、Ｅ６系、Ｅ５系、Ｅ２系から好きな車両を選べます。
・対
象: 小学生以下の児童及びその保護者
・開 催 日: ８月２０日(木)・２１日(金)
２７日(木)・２８日(金)・３１日（月）
・開催時間: ①１１：００～１３：００
②１４：００～１７：００
・所要時間: ２０分程度
・会
場: 鉄道博物館２Ｆ・作品展会場前
・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

【ペーパークラフト完成イメージ】

② 乗車マナー教室と駅員制帽のサンバイザー制作
駅や電車内でのマナー教室と、親子で駅員制帽のサンバイザーを制作する楽しい教室です。
・対
象: 小学生以下の児童及びその保護者
・開 催 日: ８月２２日(土)
・開催時間: ①１０：３０～ ②１１：１５～
③１３：００～ ④１３：４５～
⑤１４：４５～ ⑥１５：３０～
・所要時間: ３０分程度
・会
場: 鉄道博物館２Ｆ・作品展会場前
・定
員: 各回、児童２４名(保護者１名まで)
・参加方法: 開催当日、１０:００より会場にて整理券を
配布します(全開催分)
・参 加 費: 無料

【サンバイザー完成イメージ】

③ 電車ごっこで学ぶ親子鉄道安全教室～内房線運転士・車掌と楽しく学ぼう！～
踏切横断や乗車マナーについて現役の内房線運転士・車掌と電車ごっこをしながら
楽しく学ぶ教室です。
当日はＪＲ東日本千葉支社マスコットキャラクター『駅長犬
～えきちょうけん～』も登場します。お楽しみに！
・対
象: 小学生以下の児童及びその保護者
・開 催 日: ８月２９日(土)
・開催時間: ①１１:１５～ ②１３:００～
③１４:００～ ④１５:００～
・所要時間: ３０分程度
・会
場: 鉄道博物館２Ｆ・ジオラマ室前
・定
員: 各回、児童２５名(保護者２名まで)
・参加方法: 開催当日、１０:００より会場にて整理券を
配布します(全開催分)
・参 加 費: 無料

【内房線運転士と車掌】

ＪＲ東日本千葉支社
マスコットキャラクター
駅長犬

④ 自分だけの街を考えよう！鉄道模型で街づくり
｢街」について学びながら、みんなで協力して大きなジオラマづくりを行います。
最後は、鉄道模型を走らせて、街に命を吹き込みます。

・対
象: 小学生３～６年生の児童とその保護者
・開 催 日: ８月２３日(日)・３０日(日)
・開催時間: ①１０:３０～ ②１２:３０～
③１４:００～ ④１５:３０～
・所要時間: ６０分程度
・協
力: 特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクール
講師：諸星昭弘氏(模型作家)
・会
場: 鉄道博物館２Ｆ・作品展会場前
・定
員: 各回、児童２５名（保護者１名まで)
・参加方法: 開催当日、１０:００より会場にて整理券を
配布します(全開催分)
・参 加 費: ５００円(税込)(材料費)

【街づくり完成イメージ】

【講師：諸星昭弘氏】

⑤ 不思議を解明！電車が走る仕組みを学ぼう
｢どうやって電車ははしるのか？」そんなハテナを解明します。
クイズやワークショップをとおして、楽しく科学や電車のしくみを学びます。
・対
象:
・開 催 日:
・開催時間:
・所要時間:
・協
力:
・会
場:
・定
員:
・参加方法:

小学生３～６年生の児童
８月２３日(日)・３０日(日)
①１２:３０～ ②１５:３０～
６０分程度
特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクール
鉄道博物館２Ｆ・ジオラマ室前
各回２５名(保護者は会場後方での見学となります)
開催当日、１０:００より会場にて整理券を
配布します(全開催分)
・参 加 費: 無料

【イメージ：E２３３系】

(2) ワークショップ開催スケジュール
月

火

水

木

金

土

日

18日

19日

20日

21日

22日

23日

新幹線
ペーパークラフト
教室

新幹線
ペーパークラフト
教室

乗車マナー教室と
駅員制帽の
サンバイザー制作

27日

28日

29日

新幹線
ペーパークラフト
教室

新幹線
ペーパークラフト
教室

電車ごっこで学ぶ
親子鉄道安全教室

ワークショップ
はお休みです

24日

25日

ワークショップ
はお休みです

31日
新幹線
ペーパークラフト
教室

26日

自分だけの街を
考えよう！
鉄道模型で
街づくり

不思議を解明！
電車が走る仕組み
を学ぼう

30日
自分だけの街を
考えよう！
鉄道模型で
街づくり

不思議を解明！
電車が走る仕組み
を学ぼう

５ 開催場所のご案内
鉄道博物館
（鉄道博物館への入館には入館料が必要です。）
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「鉄道博物館駅」下車 徒歩１分
【鉄道博物館の入館料】
・一般 1,000 円（税込） ・小中高生 500 円（税込）
・幼児（3 歳以上未就学児） 200 円（税込）

参考

作品出展保育園（敬称略、五十音順）
・市川大野ナーサリースクール

・ことぶきイーサイト保育園

・にじいろ保育園

・市川どろんこ保育園

・今羽保育園

・にじいろ保育園登戸

・エデュケアセンター・ひがしなかの

・コンビプラザ品川保育園

・にじいろ保育園武蔵新城

・おおたみんなの家

・サン・キッズ平塚ステーション

・にじの星保育園

・大塚りとるぱんぷきんず

・J キッズプラネット鶴見保育園

・ニチイキッズ仙北町駅保育園

・大森駅前保育園

・J キッズルミネ北千住保育園

・Ｐ’ｓスマイル保育園

・河原町すいせん保育所

・新田東すいせん保育所

・ピノキオ幼児舎西八王子園

・北小金グレース保育園

・スターチャイルド《みなみ保育園》

・ひびき保育園

・北戸田Ｊキッズステーション

・菁莪（せいが）保育園

・ポピンズナーサリースクール小机

・キッズタウン東十条保育園

・そらいろ保育園

・ポピンズナーサリースクール立川

・キッズハーモニー・新宿

・太子堂すいせん保育所

・マザーズ・エスパル保育園

・キディ石川町・横浜

・第２幕張海浜保育園

・みなと公園のぞみ保育園

・グローバルキッズ亀戸園

・たかし保育園新浦安

・南千住駅前保育所おひさま保育園

・グローバルキッズコトニア赤羽園

・茶々いまい保育園

・南よの虹保育園

・グローバルキッズ武蔵境園

・茶々すずや保育園

・みんなのとっぽ保育園

・桑の実戸田公園保育園

・茶々なかまち保育園

・武蔵浦和桑の実保育園

・小岩駅前みつばち保育園

・戸田駅前さくら草保育園

・武蔵浦和Ｊキッズステーション

・国分寺Ｊキッズステーション

・戸田駅前保育所おひさま保育園

・明徳浜野駅保育園

・ココファン・ナーサリー神田万世橋

・戸田公園駅前さくら草保育園

・ゆめの樹保育園

・ココファン・ナーサリー八王子北館

・とだ虹保育園

・与野本町駅前保育所おひさま保育園

・ココファン・ナーサリー八王子南館

・新潟えきなか保育園
以上、６２園

「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、親子コミュニティカフェ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り組みを進めています。

