
２０２２年６月１日 

東海旅客鉄道株式会社 

リニア・鉄道館 夏のイベント開催について

リニア・鉄道館では夏のイベントとして、鉄道開業１５０年を記念した特別展や車両に

使用されているベアリングを紹介する技術展示のほか、ご家族連れをはじめ、多くの方々

にお楽しみいただけるイベントを開催します。皆様のご来館をお待ちしています。 

１.鉄道開業１５０年特別展 【別紙１】 ※初開催

２.技術展示 ベアリングの“わざ”

～国産ベアリングの進化と役割～ 【別紙１】 ※初開催

３.夏のイベント内容について 【別紙１】

〇ガイドツアー

(1)みどころガイド

(2)重要文化財（ホジ６０１４号蒸気動車、国鉄バス第１号車）

(3)超電導リニアの走る・浮くしくみ

(4)デビュー３０周年！３００系

(5)リニア・鉄道館×ＳＤＧｓ

〇体験イベント【親子でわくわくワークショップ】

(1)「オリジナル時計をつくろう！」

(2)「ベアリングのしくみを知ろう！」 ※初開催

(3)「ミニジオラマをつくろう！」

(4)「超電導リニアの模型をつくって、うかせよう！」

〇その他イベント

(1)在来線運転士、車掌によるお仕事紹介

(2)鉄道模型で列車の運転を体験しよう！

４.ミュージアムショップ、デリカステーション 夏の一押し商品について 【別紙２】

(1)ミュージアムショップ

７月１日に高山本線でデビュー！新型特急車両ＨＣ８５系グッズ発売中！

(2)デリカステーション

デリカステーションに“お肉のお弁当”が新登場！

５.新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み

お客様に安心・安全にお楽しみいただくために、新型コロナウイルス感染拡大防止

に取り組んでいます。詳細についてはリニア・鉄道館ＨＰをご覧ください。

（https://museum.jr-central.co.jp/_pdf/211025-3.pdf） 

※毎週火曜日（祝日の場合は翌日）は休館日です。ただし、８月１６日は開館日です。

※イベントの開催日時、参加方法等の詳細は別紙をご参照ください。

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。

※写真は全てイメージです。

お仕事紹介 

300系新幹線電車 

https://museum.jr-central.co.jp/_pdf/211025-3.pdf
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リニア・鉄道館 夏のイベント開催について 

 

 

１. 鉄道開業１５０年特別展 ※初開催 

 

日本初の鉄道が新橋～横浜間で開業し、今年で１５０年を迎えます。この展示では、東海

道本線が幹線鉄道として開業し、現在の東海道新幹線に至るまでの高速化の歴史を紹介しま

す。 

 
① 開催期間：２０２２年６月２２日（水）～２０２２年１２月２６日（月） 

② 開催場所：２階 収蔵展示室 

 

 

 

 

 

 

 
２. 技術展示 ベアリングの“わざ” ～国産ベアリングの進化と役割～ ※初開催 

 

鉄道車両をはじめ、多くの機械には「ベアリング」が使われています。この展示では、ベア

リングのしくみや歴史、私たちの暮らしに欠かせない存在であることについて、写真やサン

プル等を用いて紹介します。 

 

① 開催期間：２０２２年６月２２日（水）～２０２３年６月１２日（月） 

② 開催場所：１階 車両展示エリア ７００系新幹線電車付近 

③ 開催協力：日本精工株式会社、ＮＴＮ株式会社 

 
  

別紙１ 

 

東海道新幹線に関わる資料（1958～1962年） 東海道本線の輸送力増強に関する資料（1939～1941年） 

輪軸（新幹線）に使用される各種ベアリング 
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３．夏のイベント内容について 

〇ガイドツアー 

(1) みどころガイド 

展示車両の紹介をはじめ、超電導リニアのしくみや鉄道ジオラマの特徴などを解説します。 

① 開催日時：２０２２年６月４日（土）～８月２８日（日）の土日祝、 

      ８月１日（月）、５日（金）、１２日（金）、 

１５日（月）～１９日（金） 

１１：００～ 

８月１７日（水）～１９日（金） 

１３：３０～ 

② 参加方法：館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③ 所要時間：約３０分 

 

(2) 重要文化財（ホジ６０１４号蒸気動車、国鉄バス第１号車） 

当館で展示している重要文化財ホジ６０１４号蒸気動車や２０２

２年３月に重要文化財へ指定された国鉄バス第１号車について解説

します。 

① 開催日時：２０２２年６月４日（土）～１２日（日）、 

１９日（日）の土日 

     １３：３０～ 

② 参加方法：館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③ 所要時間：約３０分 

 

(3) 超電導リニアの走る・浮くしくみ  

超電導リニアの走る・浮くしくみについて、電磁石の実験や超電導

リニア展示室の紹介を交えながら解説します。 

① 開催日時：２０２２年６月２５日（土）～ 

７月１０日（日）の土日 

     １３：３０～ 

② 参加方法：館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③ 所要時間：約３０分 

 

(4) デビュー３０周年！３００系 

今年でデビュー３０周年を迎えた「のぞみ」の初代車両である３０

０系新幹線電車の特徴とその活躍について実物車両を見ながら解説

します。 

① 開催日時：２０２２年７月１６日（土）～ 

１８日（月・祝）の毎日、 

     ８月１３日（土）～１６日（火）の毎日、 

     ８月２０日（土）～２８日（日）の土日 

１３：３０～ 

② 参加方法：館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③ 所要時間：約３０分 

  

「みどころガイド」 

国鉄バス第１号車 

（鉄道省営乗合自動車） 

３００系新幹線電車車内 

超電導リニア展示室 



3 
 

(5) リニア・鉄道館×ＳＤＧｓ 

名古屋市環境局が制作したＳＤＧｓかるたや館内展示パネルを使って、当社のＳＤＧｓに関

する取組みについて解説します。 

① 開催日時：２０２２年７月２３日（土）、２４日（日）、 

３１日（日）、８月１日（月）、５日（金）、７日（日） 

１３：３０～ 

② 参加方法：館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③ 所要時間：約３０分 

④ 推奨年齢：小学生以上 

 

〇体験イベント【親子でわくわくワークショップ】 

(1) 「オリジナル時計をつくろう！」  

小さなロールペーパーを敷き詰めて新幹線の模様を作り、オリジナ

ル時計を制作していただけます。 

① 開催日時：２０２２年７月１７日（日）、８月２８日（日） 

     １１：００～、１４：００～ 

② 開催場所：１階講座室 

③ 所要時間：約６０分 

④ 参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

⑤ 参加料金：１,５００円／組（税込） 

※時計は各組１つご用意します。 

 

(2) 「ベアリングのしくみを知ろう！」 ※初開催 

手のひらサイズのベアリングの組み立てを体験しながら、ベア

リングのしくみを学ぶことができます。 

① 開催日時：２０２２年８月８日（月）、１０日（水）、 

１１日（木）、１２日（金） 

１１：００～、１３：００～ 

② 開催場所：１階講座室 

③ 所要時間：約３０分 

④ 参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

⑤ 開催協力：日本精工株式会社、ＮＴＮ株式会社 

 

(3) 「ミニジオラマをつくろう！」 

Ｎゲージの小さな鉄道ジオラマ（地上設備）を制作していただ

けます。制作した作品はお持ち帰りいただけます。 

① 開催日時：２０２２年８月２０日（土）、２１日（日） 

１３：００～ 

② 開催場所：１階講座室 

③ 所要時間：約１５０分 

④ 参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

⑤ 参加料金：１，５００円／組（税込）  

※キットは各組１つご用意します。鉄道車両の模型はつきません。 

 

 

 

ＳＤＧｓかるた（名古屋市提供） 

オリジナル時計 
※デザインは変更となる場合がございます 

「ミニジオラマをつくろう！」 

ベアリングの一例 

開催協力各社 
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(4) 「超電導リニアの模型をつくって、うかせよう！」  

超電導リニアの模型を制作しながら、走る・浮くしくみを学ぶことができます。 

① 開催日時：２０２２年８月２７日（土）  

１１：００～、１４：００～ 

② 開催場所：１階講座室 

③ 所要時間：約６０分 

④ 参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

⑤ 参加料金：１，５００円／組（税込） 
     ※キットは各組１つご用意します。 

 

 

〇その他イベント  

(1) 在来線運転士、車掌によるお仕事紹介 

現役の在来線運転士、車掌が普段のお仕事について紹介します。 

① 開催日時：２０２２年７月３１日（日）、８月７日（日） 

１１：００～、１２：４５～ 

② 開催場所：１階イベント広場 

③ 参加方法：当日館内にて事前に整理券をお配りします 

④ 所要時間：約３０分 

 

(2) 鉄道模型で列車の運転を体験しよう！ 

室内に設置した鉄道模型（Ｎゲージ）で、運転の操作を体験して 

いただけます。 

① 開催日時：２０２２年８月１４日（日） 

１０：２０～１２：３０（整理券配布１０：００～）、 

１３：００～１５：３０（整理券配布１２：００～）、 

１５：５０～１７：２０（整理券配布１５：００～） 

② 開催場所：１階講座室 

③ 参加方法：１階講座室にて先着順で整理券配布 

 各回２０名程度体験いただけます 

 ※小学生以下のお子様対象となります 

④ 所要時間：約１０分 

⑤ 開催協力：鉄道友の会 名古屋支部 

 

 

 

 

 

「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内しています。（https://museum.jr-central.co.jp/） 

※毎週火曜日（祝日の場合は翌日）は休館日です。 

 ただし、２０２２年８月１６日（火）は開館日です。 

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。 

※写真は全てイメージです。 

※特段表記のないものは入館料のみでお楽しみいただけます。  

超電導リニアの模型 

※写真はキット２つ分です。 

お仕事紹介 

模型運転体験イメージ 

https://museum.jr-central.co.jp/


別紙２

※商品内容・パッケージ・価格は、一部変更する場合もございます。※写真はイメージです。
※売切れの場合はご容赦ください。

ミュージアムショップ、デリカステーション 夏の一押し商品について

ミュージアムショップでは、デビューより一足早くHC85系グッズを販売中です。自然豊かな高
山本線での走行風景を描いた｢ポストカードゆく鉄くる鉄｣、精細な表現が魅力のステンレス製
｢エッチングクリップス｣、昭和土産の定番ペナントをイメージしたラバー製｢在来線キーホル
ダー｣などが勢揃い！ご来館の際は、ぜひミュージアムショップにお立ち寄りください！

7月１日に高山本線でデビュー！新型特急車両HC85系グッズ発売中！

ポストカードゆく鉄くる鉄 HC85系
２２０円(税込)

エッチングクリップス HC85系
５６０円(税込)
※1箱クリップ10個入り

在来線キーホルダーHC85系
５８０円(税込)

お弁当のラインナップに新たな“お肉のお弁当”が加わります！
暑い夏こそ、がっつりお肉のお弁当はいかがでしょうか？
しっかりエネルギー補給をした後は、広い館内をたくさん歩き回りましょう！

７月中旬
販売開始

ミュージアムショップ

デリカステーション

館内限定
販売

デリカステーションに“お肉のお弁当”が新登場！

創作寿司ローストビーフ
１，２８０円（税込）

柔らかくてしっとり食感のローストビーフで
寿司飯を巻きました。

ちょこっとわさびで美味しい創作寿司をどうぞ！

お肉の創作寿司～三種の饗宴～
１，２５０円（税込）

ローストビーフのほか、
甘辛いたれの豚蒲焼と鶏照焼きのお寿司が

一度に味わえます！


