2019 年 12 月 12 日
鉄 道 博 物 館

鉄道博物館 2020 年お正月イベント
「てっぱく鉄はじめ 2020」の開催について
○鉄道博物館では 2020 年１月２日（木）～1 月 27 日（月）まで「てっぱく鉄はじめ 2020」
を開催します。
①
○注目の新規イベントとして、以下の３つを実施します。
① 館内各所に隠された「９つの謎」と「最後の謎」を解き明かし
て鉄道博物館に眠る「宝」を見つける「鉄道博物館謎解きイベ
ント『鉄博迷宮（てっぱくラビリンス）2020』」
②

② 参加者がコマとなり、車両ステーションをモチーフにした巨
大すごろくフロアシートの上を進み、ゴールを目指す「新春！
『てっぱくすごろく』大会」
③ ここ数年間で当館が新しく収集・保存した貴重な資料を初公
開し、学芸員がガイドツアーを行う『新春！初出し資料展＆学
芸員ガイドツアー』

③

〇その他、お子さまから大人まで楽しめるイベントをご用意しました。
※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７日（火）
、14 日（火）
、21 日（火）
、28 日（火）は休館日です。
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★鉄道博物館謎解きイベント「鉄博迷宮（てっぱくラビリンス）2020」
★新春！「てっぱくすごろく」大会
★新春！初出し資料展＆学芸員ガイドツアー
★やってみよう！鉄道博物館で学芸員のお仕事体験
★くるぞ！たのしい列車の乗務員！ ～一ノ関の運転士・車掌と触れ合おう～
★企画展「走るレストラン～食堂車の物語～」トレインレストラン日本食堂での学芸員トークショー
★学芸員解説付き「あさかぜの食堂車で働くスタッフ ドキュメンタリー映像」放映
新春！「鉄道博物館 2020 年新春福袋」販売
★新春！冬のあったか駅弁まつり
きかんしゃトーマスのオリジナルキーホルダーをつくろう！

鉄道博物館 2020 年お正月イベント「てっぱく鉄はじめ 2020」
イベントカレンダー
イベント開催期間：2020 年１月２日（木）～１月 27 日（月）
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※１月７日（火）
、14 日（火）
、21 日（火）、28 日（火）は休館日です。

１

鉄道博物館謎解きイベント「鉄博迷宮（てっぱくラビリンス）2020」

NEW

「館内に潜む 12 を探せ」
、
「てっぱクリスマス PUZZLE！！」に続く謎解きイベントの集大成
として、
「鉄博迷宮（てっぱくラビリンス）2020」を開催します。
専用のシートを持って館内を巡り、各所に隠された「９つの謎」を解き明かしてキーワード
を導き出します。
「９つの謎」を解くとゲットできる「最後の謎」をクリアした方に、オリジナ
ルの「認定証」を進呈します。クイズ好きな方はもちろん、鉄道好きな方もお楽しみいただけ
ます。ぜひ、ご家族やお友達と挑戦してください。目指せ、コンプリート！！
■開 催 期 間
■時
間
■場
所
■専用シート配布数
■認定証引渡し時間
■認定証引渡し場所
■認 定 証 配 布 数
■対
象

2020 年１月２日（木）～１月 27 日（月）
開館～18：00
館内各所
［平 日］400 部
［土休日］600～800 部 ［期間計］12,000 部（なくなり次第終了）
11：00～18：00
本館１Ｆ インフォメーション
期間計先着 10,000 名（なくなり次第終了）
小学生以上

鉄博迷宮 2020「９つの謎」シート（イメージ）

認定証（イメージ）

※「９つの謎」シートは本館１Ｆエントランス付近に設置しますので、ご自由にお取りください（お一人
様１枚）
。各日の配布分がなくなり次第終了です。
※認定証は、期間中お一人様につき１枚のみお渡しします。

２

新春！「てっぱくすごろく」大会

NEW

鉄道博物館でお正月気分を満喫できる「てっぱくすごろく」大会を開催します。参加者（プ
レーヤー）がコマとなり、サイコロを振りながら車両ステーションをモチーフにした巨大すご
ろくフロアシートの上を進み、ゴールを目指します。一番にゴールした方には、
『鉄道博物館オ
リジナルロルバーンノート』をプレゼントします。
さらに、すごろく上に「てっぱくお年玉」がもらえる『特別マス』を設け、そのマスに最初に
止まった方には、すごろく大会終了後に館内で特別な体験をしていただきます。
また、すごろくのプレーヤーではない方も「応援団」として参加できます。応援するプレー
ヤーを決めて、優勝者を予想していただきます。見事優勝者を的中させた方には、お年玉とし
て『鉄道博物館オリジナルマスキングテープ』をプレゼントいたします。
■開催日
■時 間
■場 所
■定 員

2020 年１月２日（木）
、３日（金）
、18 日（土）、19 日（日）
①10：30～ ②12：30～ ③14：00～
本館２Ｆ ステンドグラス前
プレーヤーは各回５組（１日最大 15 組）【整理券制】
その他のお客さまも応援団として参加できます（人数制限なし）
■対 象 小学生
【特別マス「てっぱくお年玉」体験メニュー例】
・転車台回転実演での C57 形蒸気機関車汽笛吹鳴体験（上記①10：30～、③14：00～のみ）
・EF66 形電気機関車運転室公開（学芸員による解説付き）
・200 系新幹線電車運転室公開（学芸員による解説付き）
・コキ 50000 形貨車コンテナ公開（学芸員による解説付き）
など
※「てっぱくお年玉」体験メニューは変更になる場合がございます。
※上記を全てご体験いただけるとは限りません。体験メニューはイベント当日にお知らせします。

鉄道博物館オリジナル
ロルバーンノート
（イメージ）

鉄道博物館オリジナル
マスキングテープ
（イメージ）

てっぱくすごろくフロアシート（イメージ）

※各日、開館時間から本館２Ｆステンドグラス前で整理券（各回先着５組様）を配布します。
※整理券をお持ちのうえ、開始５分前に本館２Ｆステンドグラス前に集合してください。
※応援団として参加する方は、開始５分前に本館２Ｆステンドグラス前に集合してください。
※鉄道博物館オリジナルロルバーンノートは一番にゴールした方に限り、ご本人お一人様につ
き１つ差し上げます。色は選べません。

３

新春！初出し資料展＆学芸員ガイドツアー

NEW

ここ数年間で当館が新しく収集・保存した貴重な資料を初公開します。
さらに、学芸員がこれらの資料の解説を中心に、歴史ステーション等の
ガイドツアーを行います。当館が収蔵する資料の幅広さや奥深さを知る
ことができます。
（１）新春！初出し資料展
■開催期間 2020 年１月２日（木）～１月 20 日（月）
■時
間 開館～18：00
■場
所 南館３Ｆ 歴史ステーション 他

歴史ステーション

【展示資料（一例）
】

黒磯駅交直切換関係装置・標識類

旅客販売総合システム「MARS（マルス）」端末

山田線連査閉そく器・併合閉そく器

（２）学芸員ガイドツアー
■開催日 2020 年１月２日（木）、３日（金）
■時 間 16：00～17：00
■場 所 南館３Ｆ 歴史ステーション 他
■定 員 20 名程度（先着順、定員になり次第受付終了）
※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。
※学芸員ガイドツアーは途中で離れることも可能です。

４

やってみよう！鉄道博物館で学芸員のお仕事体験

NEW

鉄道博物館で展示物や資料の管理・保存等を行っている学芸員のお仕
事を体験します。収蔵庫に保存している大量の駅名表示板の中から、テ
ーマに沿ったものを選び、参加者同士でコミュニケーションを取りなが
ら、学芸員と一緒にコレクションギャラリーの展示計画を立てます。最
後は、選んだ駅名表示板をコレクションギャラリーに展示します。
■開催日 2020 年１月 12 日（日）
、13 日（月・祝）
■時 間 13：00～15：00
■場 所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前イベントスペース
本館２Ｆ コレクションギャラリー
■定 員 最大 10 名【整理券制】
■対 象 小学生（１～３年生は保護者の方もご一緒にご参加ください。
）

コレクションギャラリー

※各日、開館時間から本館２Ｆスペシャルギャラリー前で整理券（先着 10 名様）を配布します。
※整理券をお持ちのうえ、開始５分前に本館２Ｆコレクションギャラリー前に集合してください。

５

くるぞ！たのしい列車の乗務員！ ～一ノ関の運転士・車掌と触れ合おう～

NEW

JR 東日本盛岡支社一ノ関運輸区の現役の乗務員がてっぱくにやってきます。一ノ関運輸区の
運転士・車掌のお仕事紹介の他、担当線区である大船渡線、北上線、東北本線を走る列車のパ
ネル展示を行います。
また、制服を着た現役の乗務員と一緒に、POKÉMON with YOU トレインのヘッドマークをバッ
クに写真撮影ができます。
■開催日 2020 年１月 25 日（土）
、26 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
本館２Ｆ コレクションギャラリー
（１）
「いちのせきうんゆく」の運転士・車掌とお話ししよう！
■時 間 １月 25 日（土） ①14：00～ ②16：00～
１月 26 日（日） ①11：00～ ②14：00～ ③16：00～
■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 25 名程度（先着順、定員になり次第受付終了）
■内 容
・運転士・車掌の仕事紹介＆質問コーナー
・大船渡線・北上線・東北本線の車両紹介(キハ 100 系気動車・POKÉMON with YOU トレイン など)
・POKÉMON with YOU トレインの紹介＆動画上映
・沿線観光地のパンフレット配布
（２）現役の乗務員と一緒に POKÉMON with YOU トレインのヘッドマークと写真を撮ろう！
■時 間 １月 25 日（土） ①14：20～ ※13：00 から整理券配布
②16：20～ ※13：00 から整理券配布
１月 26 日（日） ①11：20～ ※10：00 から整理券配布
②14：20～ ※13：00 から整理券配布
③16：20～ ※13：00 から整理券配布
■場 所 本館２Ｆ コレクションギャラリー
■定 員 各回 40 名【整理券制】
■対 象 小学生以下

©2019Pokémon.©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲーム
フリークの登録商標です。

一ノ関運輸区の乗務員の皆さん

北上線を走るキハ 100 系

POKÉMON with YOU トレイン
ヘッドマーク

※各日、上記時間に本館２Ｆスペシャルギャラリー前でそれぞれの整理券（各回先着 40 名様）を配布します。
※整理券をお持ちのお子さま限定で「ピカチュウサンバイザー」をプレゼントします。
※上記時間以外は整理券をお持ちでないお客さまもヘッドマークをご覧いただけます（写真撮影可）。
ただし、現役乗務員は登場しません。

６

企画展「走るレストラン～食堂車の物語～」
トレインレストラン日本食堂での学芸員トークショー

NEW

企画展「走るレストラン～食堂車の物語～」関連イベントとして、食
堂車の雰囲気を感じられるトレインレストラン日本食堂で学芸員のトー
クショーを開催します。企画展ガイドツアーに参加していただいた後、
トレインレストラン日本食堂でお食事を召し上がりながらお楽しみいた
だけます。
■開 催 日 2020 年１月 17 日（金）
、19 日（日）
■時
間 15：00～16：00 企画展ガイドツアー
16：30～17：30 学芸員トークショー
■場
所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー１（企画展ガイドツアー）
本館２Ｆ トレインレストラン日本食堂（学芸員トークショー）
■定
員 各日 10 名【整理券制】
■参加条件 トレインレストラン日本食堂のお食事メニュー（有料）を必ずお一人 1 品ご注文ください。
代金はその場でお支払いください。
（Suica 等交通系ＩＣカード・クレジットカード可）
整理券配布時に指定のお食事メニューから選んでご注文いただきます。
【ご注文いただけるお食事メニュー】※以下の中からお１品お選びください。
おすすめ！

洋食定食 ダブルビーフステーキ
【3,300 円】

食堂長自慢のスペシャルハヤシライス
【1,930 円】

大山鶏モモ肉のパン粉焼き
【1,530 円】

※価格は全て税込みです。
※各日 12：00 から本館２Ｆトレインレストラン日本食堂にて整理券（先着 10 名様）を配布します。
※本イベント実施に伴い、当日のトレインレストラン日本食堂の営業時間を 16：00 閉店（L.O15：30）
とさせていただきます。

７

学芸員解説付き「あさかぜの食堂車で働くスタッフ ドキュメンタリー映像」放映

企画展「走るレストラン～食堂車の物語～」に合わせて上映している
「あさかぜの食堂車で働くスタッフ ドキュメンタリー映像」を特別に学
芸員の解説付きで放映します。
■開催日
■時 間
■場 所
■定 員

2020 年１月 12 日（日）
、13 日（月・祝）
15：30～16：00（上映 15 分、解説 15 分）
本館２Ｆ てっぱくシアター
各日 45 名【予約制】

※ご参加の方は、通常のてっぱくシアターの予約表に記入してください。
定員になり次第、受付を終了します。
あさかぜ

NEW

８

新春！「鉄道博物館 2020 年新春福袋」販売

今年も、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。鉄道博物館限定グッズなど、いろいろな鉄道グッズが入った福袋です。
■開催期間 2020 年１月２日（木）～１月 13 日（月・祝）（売り切れ次第終了）
■場
所 本館１Ｆ ミュージアムショップ TRAINIART 店舗内
■販 売 数 ５種類 計 230 個
【福袋の一例】

駅員さんの仕事を覚えよう！
【5,000 円】

車両の編成、路線図で駅名を覚えよう！
【5,000 円】

鉄道博物館限定グッズ
【3,000 円】

※価格は全て税込みです。購入には入館料が必要です。
※セット内容は変更になる場合がございます。

９

新春！冬のあったか駅弁まつり

NEW

寒い冬にぴったりの「紐を引き抜くと温まるお弁当」をご用意しました。通常販売している駅
弁と合わせて販売します。この機会にぜひ、ご賞味ください。
■開催日 2020 年１月 11 日（土）
、12 日（日）、13 日（月・祝）
■時 間 10：30～14：00（売り切れ次第終了）
■場 所 本館２Ｆ ステンドグラス前
【駅弁の一例】

伊達かきめし
【1,200 円】
「伊達の釜茹でかき」をふっくら炊き
上げ、かきの煮汁で炊き込んだご飯と一
緒にアツアツで召し上がれる商品です。

あったか岡山名物えびめしとデミカツ丼
【1,180 円】
岡山二大ご当地グルメのえびめしとデミカツ
丼があったか駅弁で召し上がれる商品です。

あっちっちステーキ弁当
【1,350 円】
牛の一枚肉をキノコご飯の上に豪快に盛
り付けました。蒸気の力でキノコご飯の香
りが際立ち、ステーキは柔らかくなり、お
いしさ抜群の商品です。

仙台たんとん弁当
【1,200 円】
仙台名物塩味牛たんと仙台味噌仕立ての
宮城県豚肉を一緒に盛り込んだ商品です。

あっちっち穴子鍋
【1,250 円】
関西でよく食べられている穴子の
鍋を駅弁にした商品です。

※価格は全て税込みです。購入には入館料が必要です。
※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

10

きかんしゃトーマスのオリジナルキーホルダーをつくろう！

「きかんしゃトーマス」のオリジナルキーホルダーを作ります。人気キャラクターと、ひら
がな（50 音）
、記号のパーツを選んで自分だけの名前入りキーホルダーを作成することができ
ます。
■開催日
■時 間
■場 所
■対 象

2020 年１月 11 日（土）
、12 日（日）、13 日（月・祝）
10：00～17：00
本館１Ｆ インフォメーション付近イベントスペース
ミュージアムショップ TRAINIART（トレニアート）で販売する専用プレート
【リングタイプ 1,100 円】または、
【フォトフレームタイプ 1,320 円】をご購入いただいたお客さま

リングタイプ完成イメージ
（一例）

フォトフレームタイプ完成イメージ
（一例）

※価格は全て税込みです。体験には入館料が必要です。

