
2019 年４月 19 日 

鉄 道 博 物 館 
 

 

 

鉄道博物館 2019年ゴールデンウィークイベント 

「今年は 10連休！GWはてっぱくへ GO」の開催について 

 
 

〇鉄道博物館では 2019 年４月 27 日（土）～５月 12 日（日）まで「今年は 10 連休！

GW はてっぱくへ GO」を開催します。 
 

〇新規イベントとして、 

① 「令和」への改元を記念して、平成がスタートした 1989 年(30 年前)の列車の様

子を、当館の展示車両と当時の時刻表を紹介しながら振り返る『改元記念！学芸

員による「平成」ガイドツアー』 

② 伊奈町「2019 バラまつり」、ニューシャトルとコラボレーションした地域密着型

のスタンプラリーを実施します。 
 

〇その他、お子さまから大人まで楽しめる全９の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。 

※４月 27 日（土）～５月６日（月・休）は、開館時間を 30 分繰り上げ、9：30 開館とします。 

※５月７日（火）は休館日です。 

 

 

◆◆注目の新規イベント◆◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改元記念！学芸員による「平成」ガイドツアー 

～車両をめぐり、時刻表をめくり振り返る東日本の鉄道シーン～ 
 

伊奈町「2019バラまつり」×ニューシャトル×鉄道博物館コラボレーションスタンプラリー 

 



◆◆イベント一覧 （★は新規）◆◆ 

 

【車両の魅力を満喫できるイベント】 

１ ★改元記念！学芸員による「平成」ガイドツアー 

～車両をめぐり、時刻表をめくり振り返る東日本の鉄道シーン～ 

２   鉄道博物館ワークシートオールスターズ 

【地元埼玉を楽しめる地域密着イベント】 

３ ★伊奈町「2019 バラまつり」×ニューシャトル×鉄道博物館コラボレーションスタンプラリー 

【お子さまにオススメ】 

４  鉄道のミカタ ～iPad でビデオを作って、みんなで一緒に考えよう！～ in てっぱくGW2019 

５  とれたんず in てっぱく GW2019 

６  ボランティアスタッフによる GW イベント 

７  駅弁まつり「GW キッズ人気駅弁フェア 2019」 

８  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！ 

９  オリジナルキャンドルをつくろう！ 

 

「今年は 10連休！GWはてっぱくへ GO」イベントカレンダー 

 

イベント開催期間：2019 年４月 27日（土）～５月 12日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４月 30日（火・休）は開館します。 

※４月 27日（土）～５月６日（月・休）は、開館時間を 30 分繰り上げ、9：30開館とします。 
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とれたんず in てっぱくGW2019

制帽コレクション

鉄道博物館ワークシートオールスターズ（4/27～5/6）

改元記念！学芸員による「平成」ガイドツアー（4/29～5/1）

オリジナルキャンドルをつくろう！（4/24～5/4）

とれたんず in てっぱくGW2019（4/27～5/6）

きかんしゃトーマス

駅めぐり改札ラリー

鉄道博物館ワークシートオールスターズ

鉄道のミカタ

駅弁まつり「GWキッズ人気駅弁フェア2019」（4/27～5/5）

オリジナルキャンドルをつくろう！（4/24～5/4）

ワークシートオールスターズ

とれたんず in てっぱくGW

きかんしゃトーマス

てっぱく探検ツアー

てっぱく探検ツアー

ライブ想ひ出駅

駅弁まつり「GWキッズ人気駅弁フェア2019」

伊奈町「2019バラまつり」×ニューシャトル×鉄道博物館コラボレーションスタンプラリー

コラボレーションスタンプラリー 伊奈町「2019バラまつり」×ニューシャトル×鉄道博物館コラボレーションスタンプラリー（5/3～6/2）



１ 改元記念！学芸員による「平成」ガイドツアー 

～車両をめぐり、時刻表をめくり振り返る東日本の鉄道シーン～ 

 
「令和」への改元を記念して、平成がスタートした 1989年(30年前)の列車の様子を、当館

の展示車両と当時の時刻表を紹介しながら振り返ります。平成の 30年間における東日本の鉄

道シーンの変化を辿るガイドツアーを開催します。 
 

■開催日 2019年４月 29日（月・祝）、４月 30日（火・休）、５月１日（水・祝） 

■時 間 15：30～17：00 

■場 所 車両ステーション → 歴史ステーション第 6期 

■集 合 本館１Ｆ 車両ステーション １号機関車前 

■定 員 最大 20 名（先着順、定員になり次第受付終了） 

 

【ガイドツアー概要】 

テーマ 巡回コース 

平成の 30 年間に東日本の鉄道がどのように変化していったのかを、当

館の展示車両の中から、平成元年当時に活躍していた展示車両を中心に

めぐり、歴史ステーションでは実物資料を見学するなど、館内各所の展

示をご説明しながら辿ります。 

車両ステーション、新幹線車両など 

 ↓ 

歴史ステーション第 6 期 

 

※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。なお、ガイドツアーの途中からご参加い 

ただくことはできませんので、ご注意ください。 

※通常非公開の車両の車内も公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 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３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、これまでの車両の発

達と進化を学びます。 

 

■開催期間 2019 年４月 27日（土）～５月６日（月・休） 

■時   間 9：30～18：00 

■配布場所 本館１Ｆ エントランスゲート付近 

■配 布 数 合計 80,000枚（なくなり次第、配布終了） 

 
※鉄道博物館ワークシート第１弾～第３弾は、ホームページからダウンロード・印刷する 

こともできます。 

【URL】http://www.railway-museum.jp/event/ 

※鉄道博物館ワークシートの回答を本館１Fインフォメーション裏に掲示します。 

 

NEW 

鉄道博物館ワークシート（第３弾） 

平成元年登場の 651 系と 485 系「ひたち」 

（イメージ） 
立川～舞浜間を結んだ 167 系の臨時列車

「メルヘン舞浜」（イメージ） 

ED75 形の引く寝台特急「あけぼの」 

（イメージ） 

http://www.railway-museum.jp/event/


３ 伊奈町「2019バラまつり」×ニューシャトル×鉄道博物館 

コラボレーションスタンプラリー 

 
ニューシャトル沿線の埼玉県内最大のバラ園である伊奈町制施行記念公 

園で開催される「2019バラまつり」に合わせて、コラボレーションスタン

プラリーを実施します。 

 

（１）開催期間 

2019年５月３日（金・祝）～６月２日（日） 

※天候等により、開催期間が変更になる場合があります。  

 

（２）参加方法 

① バラまつり開催期間中、ニューシャトルの駅で発売する「伊奈バ 

ラまつりフリーきっぷ」を購入してください。 

   ■発売箇所 ニューシャトル大宮駅・鉄道博物館駅 

   ■発売価格 大人 930円 小人 320円 

 

② フリーきっぷの裏面に鉄道博物館と伊奈町制施行記念公園に設置  

されているスタンプを 2つ押してください。 

   ■設置場所 本館１Ｆ エントランスゲート付近 

   ■設置時間 10：00～18：00（５月３日～６日は 9：30から） 

※当館のスタンプを押印するには、別途入館料が必要です。 

※伊奈町制施行記念公園のスタンプ設置時間、場所等については、 

一般社団法人伊奈町観光協会（048－724－1055）にお問い合わせください。 

 

③ ニューシャトル大宮駅で鉄道博物館＆伊奈町オリジナルグッズを 

プレゼントします。 

    ■配 布 数 先着 800名様（なくなり次第、配布終了）  

    ■引換場所 ニューシャトル大宮駅 改札窓口 

    ■引換時間 初電～終電 
※当館と「2019バラまつり」のスタンプが両方とも押してあることが条件です。 

※オリジナルグッズはフリーきっぷ１枚につき１セットお渡しします。 

 

（３） 主催 

  伊奈町 

一般社団法人伊奈町観光協会 

埼玉新都市交通株式会社 

 

 
伊奈町「2019 バラまつり」及び、「伊奈バラまつりフリーきっぷ」等の詳細は、下記 URL からご確認

ください。 

  

 伊奈町「バラ情報」  

http://www.town.saitama-ina.lg.jp 

一般社団法人伊奈町観光協会「2019 バラまつり」  

http://inakanko.com/publics/index/23/ 

ニューシャトル「伊奈バラまつりフリーきっぷ」 

http://www.new-shuttle.jp/topics/2019/04/post-128.html 

 

 

 

 

 

 

NEW 

2019 バラまつりチラシ 

伊奈バラまつり（イメージ） 

伊奈バラまつりフリーきっぷ（表） 

（イメージ） 

伊奈バラまつりフリーきっぷ（裏） 

（イメージ） 

http://www.town.saitama-ina.lg.jp/
http://inakanko.com/publics/index/23/
http://www.new-shuttle.jp/topics/2019/04/post-128.html


４ 鉄道のミカタ ～iPad でビデオを作って、みんなで一緒に考えよう！～  

in てっぱくＧＷ2019 

 
昨年 12月のクリスマスイベントに引き続き、当館の学芸員と一緒に 

鉄道博物館の新たな楽しみ方を作り上げていく対話型鑑賞イベントを

実施します。 

お貸しする iPadで展示車両を撮影し、自分だけのオリジナルビデオ 

を作りながら、そこ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ます。今回は、クハ 181形電車（特急とき）

と新幹線を題材にオリジナルビデオを作成します。 

また、５月 12日（日）は、これまでの「ビデオ」を使ったプログラ

ムではなく、新たな試みとして、「音」をテーマにしたプログラムを実

施します。 

 
■開 催 日 2019 年５月 11日（土）、12日（日） 

■時   間 ①11：00～12：00 ②14：30～15：30 

■撮影車両 【11日】クハ 181形電車（181系電車）・21形新幹線電車（0系電車） 

【12 日】クハ 181形電車（181系電車）・222形新幹線電車（200系電車） 

■定   員 各回 10名（整理券制） 

■対   象 小学３年生以上／保護者・幼児同伴可 
 
※各日 10：00から本館１Ｆ車両ステーション クハ 181 形電車前にて 2回分すべての整理券（各回先着 10 

名様）を配布します。（なくなり次第、配布終了） 

※整理券をお持ちのお客さまは、開始時間の５分前までに本館１Ｆ車両ステーション クハ 181形電車前に

お越しください。 

※整理券をお持ちの方に iPad を１台お貸しします。終了後、ご返却ください。 

※イベント終了後にお渡しするＱＲコードから作成したデータをダウンロードできます。 

 

 

５ とれたんず in てっぱくＧＷ2019 
 

ＪＲ東日本の新幹線などの列車をモチーフとしたキャラクター「とれ

たんず」の魅力に触れるイベントを実施します。「Ｅ５はやぶさくん」

のフォトスポットでの記念撮影や「とれたんずぬりえ」をお楽しみいた

だけます 

 

■開 催 期 間 2019年４月 27日（土）～５月６日（月・休） 

■時     間 9：30～18：00 

■場   所 本館２Ｆ 科学ステーション 中央スペース 

■ぬりえ配布枚数 各日 400枚（なくなり次第、配布終了） 

■対 象 小学生以下のお子さま 

 

※とれたんずぬりえの種類は選べません。 

※カメラはお客さまご自身でご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道のミカタ（イメージ） 

とれたんずぬりえ（一例） 

Ｅ５はやぶさくんフォトスポット 

（イメージ） 

© 2015 jeki/ＪＲ東日本 



 

６ ボランティアスタッフによるＧＷイベント 
  

（１） 制帽コレクション 

いろいろな時代の鉄道のお仕事の制帽を被って記念撮影ができま 

す。現代の駅長から、昔の SL 乗務員の制帽まで、さまざまな制帽を

ご用意しております。ボランティアスタッフが撮影のお手伝いをいた

します。 

 

■開催日 2019年４月 27日（土） 

■時 間 13：30～14：30 

■場 所 本館１Ｆ 車両ステーション ０系展示棟 

   
※先着順でご案内します。混雑時は早めに受付を終了する場合があります。 

※カメラはお客さまご自身でご用意ください。 

 

 

（２） てっぱく探検ツアー 

 普段は入れないてっぱくの裏側を探検しながら鉄道の仕組みや車両 

の魅力を学びます。 

 

■開 催 日 2019年４月 28日（日）、29日（月・祝） 

■時  間 10：45～12：15（受付は 9：40から） 

■集合場所 本館１Ｆ 車両ステーション入口（受付） 

■定  員 先着 10組 20名（定員になり次第、受付終了） 

■対  象 小学校３～６年生までのお子さまと、その保護者 

 

 

（３）ライブ想ひ出駅 
 ボランティアスタッフが駅員に扮して昔の駅を再現します。「昔懐かし

い、どこかの駅」をテーマに、専用のきっぷを使った出改札や、車内検札

の実演を行います。 

   

 ■開催日 2019年５月３日（金・祝）、４日（土・祝） 

■時 間 10：30～15：30 

■場 所 本館１Ｆ 車両ステーション 腕木式信号機、 

オハ 31 形式客車、C57形蒸気機関車 

 
※混雑時は早めに終了する場合があります。 
 

 

（４） 駅めぐり改札ラリー 

 車両ステーションの各駅を巡って、特製のきっぷにそれぞれ異なる改

札鋏痕(きょうこん：切符を切ったあとの形)を集めるイベントです。 

 
■開催日 2019年５月５日（日・祝） 

  ■時 間 10：30～15：00（特製きっぷの配布は 14：30 まで） 

  ■集 合 本館１Ｆ 車両ステーション １号機関車横「新橋駅」 

  ■定 員 先着 1,200 名様（特製きっぷがなくなり次第、受付終了） 

  ■対 象 小学生以下のお子さま 
   

※特製きっぷはお一人様につき 1枚配布します。 

制帽コレクション（イメージ） 

てっぱく探検ツアー（イメージ） 

ライブ想ひ出駅（イメージ） 

駅めぐり改札ラリー（イメージ） 



７ 駅弁まつり「ＧＷキッズ人気駅弁フェア 2019」 

 
鉄道博物館では初登場のお子さまに人気の駅弁を取り揃えて販売します。通常販売してい

る駅弁も合わせて販売します。ぜひご賞味ください。 

 

 ■開催期間 2019 年４月 27日（土）～５月５日（日・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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※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。 

 

 

８ 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るイベントです。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オリジナルキーホル

ダーを作成することができます。 
 

■開催日 2019年５月５日（日・祝）、６日（月・休） 

 ■時 間 9：30～17：00 

 ■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 980円（税込み）】または、【フォトフレームタ 

イプ 1,296 円（税込み）】をご購入いただいたお客さま 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
※体験には、入館料が必要です。 

リングタイプ完成イメージ（一例） 選べる文字（イメージ） 

元気 100 倍！アンパンマン弁当

【1,300 円（税込み）】 

 
アンパンマンの顔をそのままデザインした

弁当箱が大人気。側面には四国を走る 

アンパンマン列車イラスト入り。 

 

Ｅ353 系あずさ弁当 

【1,080 円（税込み）】 

 
2017 年 12 月から運転開始した「E353 系あず

さ」をお弁当箱にした、かわいいお弁当です。 

リラックマ×山手線ごゆるりランチ 

【1,080 円（税込み）】 

 
環状運転の山手線にちなみ、丸い食材を盛

り付けました。絵はがきが付いています。 

フォトフレームタイプ完成イメージ（一例） 



 

９ オリジナルキャンドルをつくろう！ 
 

オリジナルキャンドルを作るイベントです。グラスの中に自分の好

きな色の砂を入れて模様をつくり、電車などのガラス細工を置いてい

きます。ジェル状の蝋（ろう）を入れ、固まるまでの間、館内をご見

学いただくと、世界でたった一つだけのオリジナルキャンドルの完成

です！ 

 

■開催期間 2019 年４月 24日（水）～５月４日（土・祝） 

■時  間 10：00～17：30 (最終受付は 16：30) 

■場  所 本館１Ｆ インフォメーション付近イベントスペース 

■料  金 1,100 円（税込み）から 

■主  催 株式会社東京ミモレ 
 

※グラス・カラー砂・鉄道博物館ロゴプレート・貝殻・天然石が基本セットです。 

※グラス（容器）の大きさや、オプションによって料金が変わります。 

※体験には、入館料が必要です。 
 

 

  

オリジナルキャンドル 

（イメージ） 


