2020 年 ２ 月 20 日
鉄 道 博 物 館

鉄道博物館春休みイベント
『てっぱく春フェス 2020』の開催について
○鉄道博物館では３月 20 日（金・祝）～４月 12 日（日）まで、「てっぱく春フェス
2020」を開催します。
【注目のイベント】
① グランクラス車内にて現役の新幹線運転士による仕事紹介や運転解説等を行う

「Ｅ５系新幹線電車モックアップ グランクラス特別公開」
② 『新幹線変形ロボ シンカリオン』 Ｅ５はやぶさ ＭｋⅡと写真撮影ができる

「春休み！『新幹線変形ロボ シンカリオン』がてっぱくにやってくる！！」
③ 普段は立ち入れない鉄道ジオラマのバックヤード（裏側）を見学する

「学芸員による鉄道ジオラマバックヤードツアー」
〇上記の他にも、観光列車の導入から 30 周年を迎える五能線の魅力をお伝えする観光
ＰＲイベントなど、お子さまから大人まで楽しめるイベントを開催します。皆様のご
来館をお待ちしております。

②

※４月７日（火）は休館日です。３月 24 日（火）
、31 日（火）は開館します。
※３月 21 日（土）は開館時間を 30 分繰り上げ、9：30 開館とします。

◆◆「てっぱく春フェス 2020」イベント一覧（★は新規）◆◆
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
春休み！『新幹線変形ロボ シンカリオン』がてっぱくにやってくる！！
３
学芸員による鉄道ジオラマバックヤードツアー
４ ★ＪＲ東日本秋田支社「五能線と沿線の魅力を知ろう！」
５
対話型鑑賞プログラム「鉄道のミカタ」
６
新１年生・新社会人集まれ！汽笛を鳴らそう！！「転車台回転実演ゲスト機関士」
７
鉄道博物館ワークシートオールスターズ
８ ★ぼくの鉄下（てつした）コンテスト
９
オリジナル木製車両「MOKU TRAIN」をつくろう！
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！
11
全線運転再開記念 常磐線駅弁まつり
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イベントカレンダー
イベント開催期間：2020 年３月 20 日（金・祝）～４月 12 日（日）
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鉄道博物館ワークシートオールスターズ（3/20～4/12）
シンカリオン展示

転車台回転実演ゲスト機関士
ぼくの鉄下（てつした）コンテスト
駅弁まつり

シンカリオン写真撮影会
ジオラマバックヤードツアー
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鉄道博物館ワークシートオールスターズ（3/20～4/12）
転車台回転実演ゲスト機関士
対話型鑑賞プログラム「鉄道のミカタ」

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！

30

31

４月１日

2

3

4

5

鉄道博物館ワークシートオールスターズ（3/20～4/12）
ジオラマバックヤードツアー

転車台回転実演ゲスト機関士
対話型鑑賞プログラム「鉄道のミカタ」
グランクラス特別公開

オリジナル「MOKU TRAIN」をつくろう！

6

7

8

9

10

11

12

鉄道博物館ワークシートオールスターズ（3/20～4/12）
グランクラス特別公開

転車台回転実演ゲスト機関士

休
館
日

五能線と沿線の魅力を知ろう！
ジオラマバックヤードツアー

※３月 24 日（火）
、31 日（火）は開館します。
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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車内を特別に公開
します。学芸員による車両解説のほか、実際のＥ５系新幹線に乗務している「ＪＲ東日本 上
野新幹線第二運転所」の現役運転士による新幹線運転士の仕事紹介や、運転室での運転解説
など、グランクラス車内で特別な雰囲気を満喫していただきます。また、前回好評だったグ
ランクラスグラス付きコースもご用意します。
■開催日
■時 間
■受 付
■定 員
■料 金

2020 年４月５日（日）
、６日（月）
①11：30～12：00
②13：30～14：00
③14：30～15：00
南館１Ｆ 仕事ステーション Ｅ５系新幹線電車モックアップ付近
各回６名（一日合計 18 名）【整理券制】
Ａコース 4,000 円（グランクラスグラス付き）
Ｂコース 1,000 円

【イベント内容】
（１） グランクラスシート体験
（２） 学芸員によるＥ５系新幹線電車解説
（３） 上野新幹線第二運転所の現役新幹線運転士による「新幹線運転士の仕事」紹介
（４） Ｅ５系新幹線運転室見学・現役新幹線運転士による「Ｅ５系新幹線運転解説」
Ａコース 上記（１）～（４） ＋ グランクラスグラス
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

※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３回分全ての整理券（各回先着６名、
一日合計 18 名）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。上記①～③うち、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。
※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。
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２

春休み！『新幹線変形ロボ シンカリオン』がてっぱくにやってくる！！

本館２Ｆスペシャルギャラリー２で実施中の「新幹線変形ロボ シンカ
リオン 360°ザ・ムービー」が３月 23 日（月）をもって終了するのにあ
たり、Ｅ５はやぶさ ＭｋⅡとＥ７かがやきが鉄道博物館にやってきます。
（１）Ｅ５はやぶさ ＭｋⅡ写真撮影会
■開催日 2020 年３月 20 日（金・祝）
■時 間 ①11：30～12：00
②13：30～14：00
③15：30～16：00
■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 各回先着 60 組【整理券制】

Ｅ５はやぶさ ＭｋⅡ

※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）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、いずれか１回のみご参加いただけます。
※カメラはお客さまご自身でご用意ください。

（２）Ｅ５はやぶさ ＭｋⅡ・Ｅ７かがやき展示
■開催日 2020 年３月 20 日（金・祝）、21 日（土）、22 日（日）
■時 間 開館～18：00
■場 所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー２展示室内
※３月 20 日（金・祝）はＥ７かがやきのみ展示します。
※「新幹線変形ロボ シンカリオン 360°ザ・ムービー」の体験者以外でもど
なたでもご覧いただけます。
Ｅ７かがやき
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019

３

学芸員による鉄道ジオラマバックヤードツアー

普段は立ち入ることのできない鉄道ジオラマのバックヤード（裏側）
を特別に公開します。鉄道ジオラマの構造やシステムをご覧いただけ
ます。
■開催日
■時 間
■場 所
■定 員
■対 象

2020 年３月 20 日（金・祝）、４月２日（木）、12 日（日）
16：40～17：30
本館２Ｆ 鉄道ジオラマ
各日 10 名【整理券制】
中学生以上のお客さま

鉄道ジオラマ

※各日 15：30 から本館２Ｆステンドグラス前で整理券（先着 10 名）を配布します。（なくなり次第終了）
※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。
※本イベントは、鉄道ジオラマを締め切って行います。それに伴い、17：00 の解説プログラムを中止します。
※手荷物をコインロッカー（有料）等に預けたうえでご参加ください。
※写真撮影はご遠慮ください。
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４

ＪＲ東日本秋田支社「五能線と沿線の魅力を知ろう！」

NEW

五能線に観光列車（ノスタルジックビュートレイン）が導入されてから今年の４月で 30
周年を迎えます。これにあわせ、観光列車の先駆けといわれるリゾートしらかみに関する
パネル展示や、沿線自治体による観光ＰＲイベントを実施します。
当日は、
「なまはげ」やＪＲ東日本秋田支社公認キャラクター「しらかみ３兄弟」が鉄道
博物館にやってきます。
■開催日 2020 年４月 11 日（土）、12 日（日）
■時 間 10：00～17：00
■場 所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前イベントスペース
■内 容
①五能線パネル展示
・ノスタルジックビュートレインからリゾートしらかみに至る歴史展示
・五能線駅名標パネル展示
・HB-E300 系パネル展示
②沿線自治体による観光ＰＲ
・五能線ノベルティプレゼント（先着順、なくなり次第終了）
・白神山地ＰＲコーナー
・「しらかみ３兄弟」、
「なまはげ」等が登場
③リゾートしらかみのパネルで写真撮影

ＪＲ秋田支社公認キャラクターしらかみ３兄弟
（イメージ）

なまはげ（イメージ）

リゾートしらかみ３編成（イメージ）

※車両展示はございません。
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５

対話型鑑賞プログラム「鉄道のミカタ」

当館の展示解説員と一緒に車両ステーションを巡りながら、iPad
で館内の展示車両を撮影し、自分だけのオリジナルビデオを作りま
す。その過程で見つけた様々な疑問や気づきをお客さま同士のコミュ
ニケーションで共有し、鉄道博物館の楽しみ方について考えます。
■開 催 日

2020 年３月 27 日（金）、28 日（土）、29 日（日）、
４月 ３日（金）
、４日（土）、５日（日）
■時
間 11：00～11：30
■集合場所 本館１Ｆ 車両ステーション １号機関車前
■定
員 各回 10 名（先着順、定員になり次第受付終了）
■対
象 小学３年生以上／保護者・幼児同伴可

対話型鑑賞プログラム
鉄道のミカタ（イメージ）

※参加されるお客さまは、開始 10 分前に本館１Ｆ車両ステーション１号機関車前に集合してください。
※参加者には iPad を１台お貸しします。終了後ご返却ください。

６

新１年生・新社会人集まれ！汽笛を鳴らそう！！「転車台回転実演ゲスト機関士」

４月から新１年生および、新社会人になる方を対象に、特別
に転車台回転実演時にゲスト機関士として C57 形蒸気機関車
の運転台に乗って汽笛を鳴らしていただきます。終了後、C57
形蒸気機関車の前で記念撮影ができます。
■開催日 2020 年３月 20 日（金・祝）、21 日（土）、
22 日（日）、28 日（土）
、29 日（日）、
４月 ４日（土）
、５日（日）、
転車台回転実演ゲスト機関士
（イメージ）
11 日（土）、12 日（日）
■時 間 ①12：00～ ②15：00～
■場 所 本館１Ｆ 車両ステーション 転車台
■集 合 参加希望の方は各回の 30 分前に C57 形蒸気機関車前に集合してください。
■定 員 各回最大２名
■対 象 2020 年４月から小学１年生、中学１年生、高校１年生、大学１年生および、
新社会人になる（または、なった）方
※上記対象に当てはまるお客さまであればどなたでもご参加いただけます。
（自己申告制）
※参加希望者多数の場合は、スタッフとの「じゃんけん」により参加者を決定します。
※汽笛の大きな音や、高い所が苦手な方はご注意ください。
※梯子を使って C57 形蒸気機関車の運転台に上りますので、動きやすい服装、靴でご参加ください。
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７

鉄道博物館ワークシートオールスターズ

「鉄道博物館ワークシート第１弾～第５弾」を使って、館内を巡りながらワークシートの穴埋
め問題に解答することで、これまでの車両・新幹線の発達・変化と、鉄道のしくみを学びます。
５つ全てのワークシートをコンプリートしたお客さまには、「鉄道博物館オリジナルえんぴつ」
をプレゼントします。
■開催期間
■時
間
■配布場所
■配 布 数

2020 年３月 20 日（金・祝）～４月 12 日（日）
開館～18：00
本館１Ｆ エントランスゲート付近
各 2,000 枚（なくなり次第配布終了）

※ワークシートは、ホームページから印刷することもできます。
【URL】http://www.railway-museum.jp/event/
※回答を本館１F インフォメーション裏に掲示します。ご自身で答え合わせをしたうえで本館１Ｆイン
フォメーションにお持ちください。
※鉄道博物館オリジナルえんぴつはお一人様につき１本差し上げます。

８

ぼくの鉄下（てつした）コンテスト

NEW

靴下の絵がプリントされた専用台紙に自由に色を塗り、自分だけの
オリジナルの鉄道の靴下「鉄下（てつした）」を作って応募していただ
きます。応募者の中から２名の方に後日ご自分で色塗りした通りの実
物の鉄下をプレゼントします。また、日本全国の鉄下を全て取り揃え
た物販コーナーも設置します。
■開催日
■時 間
■場 所
■参加費
■対 象
■主 催

2020 年３月 20 日（金・祝）、21 日（土）
、22 日（日）
開館～18：00
本館１Ｆ エントランス付近イベントスペース
無料（入館料のみでご参加いただけます）
３歳～６歳までのお子さま
株式会社 立誠社、ミュージアムショップ TRAINIART

鉄下（イメージ）

※物販コーナーで販売する鉄下のお会計はミュージアムショップ TRAINIART 店内のレジで承ります。
※応募用紙は、必要事項を記入後、ミュージアムショップ TRAINIART のスタッフに直接渡してください。
※過去のコンテスト実施例【URL】https://risseisha.co.jp/bokutetsugrandprix2/
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９

オリジナル木製車両「MOKU TRAIN」をつくろう！

木製の無地の車両に色を塗ったり、シールを貼ったりして、
自分だけのオリジナルの「MOKU TRAIN」を作ります。
■開催日
■時 間
■場 所
■対 象

2020 年４月４日（土）
、５日（日）
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）
でイベント用に販売する「MOKU TRAIN」
【1,500 円
（税込み）
】をご購入いただいたお客さま

MOKU TRAIN（イメージ）

MOKU TRAIN（イメージ）

※体験にはミュージアムショップ TRAINIART で販売する対象商品をご購入ください。
※体験には入館料が必要です。

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）
、いろいろな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 2020 年３月 28 日（土）
、29 日（日）
■時 間 10：00～17：00
■場 所 本館１Ｆ インフォメーション付近イベントスペース
■対 象 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（税込み）
】または、
【フォトフレームタイプ 1,320 円（税込み）】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）

※体験には入館料が必要です。
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１１

全線運転再開記念

常磐線駅弁まつり

３月 14 日（土）から開催する企画展「全線運転再開記念 常磐線展」にあわせて、常磐線沿線
の駅弁を選りすぐって販売します。通常販売している駅弁も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３月 20 日（金・祝）
、21 日（土）
、22 日（日）
■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
【販売する駅弁（一例）
】

常陸牛 牛べん
【1,100 円（税込み）
】
常陸牛の黒毛和牛を使用したすきやき
風味の味付けです。

常陸牛厚切りカルビ焼肉弁当
【1,600 円（税込み）
】
常陸牛のカルビを厚切りにし焼肉に仕上
げ、牛そぼろと一緒に炊き込みご飯の上に
盛り付けた贅沢なお弁当です。

ローズポーク 豚べん
【1,000 円（税込み）
】

釜揚げしらす弁当
【1,100 円（税込み）
】

茨城県のローズポークのロースを味噌焼きに
し、ご飯の上に盛り付けたお弁当です。

茨城県大洗の名産品「しらす」を贅沢に
使用したお弁当です。

あんこう三昧弁当
【1,100 円（税込み）
】
茨城県大洗の名物「あんこう」の
唐揚げ、味噌煮、きもが味わえるお
弁当です。

※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。
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黄門弁当
【1,300 円（税込み）
】
梅の都、水戸に伝わる黄門さまが
愛した御前料理を現代風にアレンジ
し仕上げたお弁当です。

