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小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：星野 晃司）は、２０２２年７月２３日（土）

から８月２４日（水）の間、小学生とその保護者を対象に、「親子一緒に仕事やスポーツなどを体験

する」がキーワードの１５メニューをご用意する「小田急グループ 親子体験イベント２０２２」を

開催します。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により３年ぶりに開催する好評企画で、

「小田急沿線における子育て応援ポリシー」に賛同いただくグループやパートナー企業にもご協力

いただき、お子さまの成長に寄り添うものです。 

 

仕事体験では、小田急電鉄の乗務員を養成する「小田急研修センター」にて、電車が動く仕組みや

運転士・車掌の業務を学ぶほか、車両基地内で大量の水を使い車両を洗う迫力ある様子を車内から

見学いただける「ファミリー鉄道教室」を開催します。このほか、Odakyu OXでおなじみの小田急商事

では、実際に魚を調理し、お刺身やお寿司として昼食にお召し上がりいただける調理体験のほか、老舗

ベーカリー「ドンク」の職人によるミニクロワッサン教室などを実施します。 

スポーツ体験では、沿線に拠点のあるＦＣ町田ゼルビアによるサッカー教室や、読売ジャイアンツ

による野球教室のほか、テニスやビーチテニス教室、ヨット体験などをラインナップしています。 

いずれのイベントも、身近な仕事に触れて、力を合わせて何かを作り出したり、一緒に汗を流す

体験を通じて、親子で夢中になってお楽しみいただけます。 

お申し込みは、FunFanおだきゅう内特設ページで７月１日（金）から承ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では、２０２１年１１月に子育て応援ポリシー「こどもの笑顔は、未来を変える。Odakyu

パートナー宣言」を策定し、子育て世代に寄り添い、お子さまの笑顔を育む施策を拡充しています。

引き続き、暮らしの楽しさのご提供や、共感・賛同いただける企業・自治体などとの連携を深め、

「子育てしやすい沿線」を目指してまいります。 

 

 

夏休みに親子そろって！お仕事やスポーツ体験など１５メニューがラインナップ 

～子育て応援ポリシーへの賛同企業が集まり、お子さまの成長に寄り添います～ 

７月２３日から「小田急グループ 親子体験イベント ２０２２」を実施 

サッカー教室（イメージ） ファミリー鉄道教室（イメージ） 



 

 

「小田急グループ 親子体験イベント ２０２２」の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 受付開始日時  ７月１日（金） １２時３０分  

   ※ お申し込み先着順で各イベントの定員に達した時点で受付を終了します 

    

２ イベント内容  全１５のメニューをご用意しております。実施日時、場所や料金などの概要は 

   別紙をご参照ください。 

    

３ 対 象 者  小学生のお子さまとその保護者 

    

４ お申し込み  小田急電鉄公式ホームページ「FunFan おだきゅう」内特設ページにて承ります。 

   URL https://www.odakyu.jp/oyako/info/2077/ 

    

５ 当日のご案内  お申込みいただいた方へ、開催日の７日前までに E-Mailで、ご案内状を送付します。 

    

６ 公式ホームページ  「FunFanおだきゅう」 

   URL https://www.odakyu.jp/oyako/ 

    

７ お問い合わせ先  小田急電鉄株式会社 広報・環境部    

   電 話 ０３－３３４９－２２３３ （平日１０時～１６時） 

   E-Mail chiikicommu@odakyu-dentetsu.co.jp 

    

    

   以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.odakyu.jp/oyako/info/2077/
https://www.odakyu.jp/oyako/


                         小田急グループ 親子体験イベント ２０２２ 詳細                    （別 紙） 

 主催／イベント名 内容 開催日時 開催場所 募集人数 参加費（税込み） 

仕
事
体
験
・
見
学 

１ 

小田急不動産 

住宅を設計するお仕事の紹介とシーグラス

を使った表札づくり体験ができます。 

7月23日(土) 

①10:30～12:00 

②13:30～15:00 

世田谷小田急住まいのプラザ 

（小田急線 経堂駅 徒歩3分） 

小学4～6年生と 

その保護者 

各回4組8名 

1組 

500円 

設計のお仕事について学んでみよう！ 

～シーグラスを使った表札づくりワークショップ付～ 

7月30日(土) 

①10:30～12:00 

②13:30～15:00 

あつぎ小田急住まいのプラザ 

（小田急線 本厚木駅 徒歩5分） 

小学4～6年生と 

その保護者 

各回5組10名 

 

8月6日(土) 

①10:30～12:00 

②13:30～15:00 

新ゆり小田急住まいのプラザ 

（小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩1分） 

小学4～6年生と 

その保護者 

各回4組8名 

２ 

大山観光電鉄＜協力：大山阿夫利神社＞ 
ケーブルカーが動く仕組みを学ぶこと

ができ、心臓部である「巻上機」や運

転室での運転の様子を見学でき

ます。その後、大山阿夫利神社で大

山の歴史などをご紹介します。 

7月26日(火) 

10:30～12:30 

大山ケーブルカー巻上所 

（小田急線 伊勢原駅 バス約25分、

終点下車後徒歩約 10分） 

小学生とその保護者 

6組12名 

1組 

2,000円 
大山ケーブルカー機械室・運転室見学＆ 

大山のおはなし 

３ 

小田急電鉄 

運転士・車掌の仕事紹介、電車の仕組み、

乗車マナーについて学べ、電車基地

で洗車機による車両洗浄を乗車して

体験できます。 

7月28日(木) 

9:30～12:30 

小田急研修センターおよび 

喜多見電車基地 

(小田急線 喜多見駅 徒歩5分) 

小学生とその保護者 

16組32名 

1組 

2,000円 ファミリー鉄道教室 

４ 

小田急ビルサービス 
普段触れることができない道具を使っ

て、警備のお仕事を体験できます。 

8月2日(火) 

10:00～12:00 

小田急ビルサービス研修センター 

（小田急線 黒川駅 徒歩3分） 

小学3～6年生と 

その保護者 

10組20名 

1組 

500円 警備のお仕事体験 

５ 

小田急電鉄 ＜協力：ランドフローラ＞ 
フラワーショップのお仕事紹介とお花を

使った作成体験ができます。 

8月6日(土) 

①10:00～11:30 

②13:00～14:30 

都市型貸菜園「アグリス成城」 

(小田急線 成城学園前駅 徒歩1分) 

小学生とその保護者 

各回5組10名 

1組 

1,500円 フラワーショップのお仕事紹介＆作成体験 

６ 

小田急商事 （Ｏｄａｋｙｕ ＯＸ） 安全な調理や衛生についてと、包丁

の使い方など学び、実際にお魚を捌

いてお刺身やお寿司を作り、お召し

上がりいただけます。 

8月6日(土) 

10:00～14:00 

小田急商事 座間研修センター 

(小田急線 座間駅 徒歩1分) 

小学 3～6年生と 

その保護者 

5組 10名 

1組 

1,500円 お魚調理体験（ランチ付き） 

７ 

小田急電鉄 ＜協力：第一フロンティア生命＞ 人生の選択をしながら、お金の収入・

支出を体験し、円・ドルの交換といった

為替要素を含む「お金基礎知識」を

楽しみながら学べるゲームをします。

その後は、ロマンスカーミュージアム

を元運転士による特別ガイド付きで

見学します。 

8月11日(木・祝) 

9:30～12:30 

小田急健康管理センターホールおよび 

ロマンスカーミュージアム 

（小田急線 海老名駅 徒歩1分） 

高学年の小学生と

その保護者 

6組最大24名まで 

1組 

1,300円 

ライフシミュレーションゲーム 

「 Frontier World」（※）で、親子一緒にお金に

ついて学ぼう！＆ 

ロマンスカーミュージアム見学 

※文部科学省「令和３年度 青少年の体験活動推進企業表彰」

審査委員会優秀賞 

 
－１／２－ 



 

 

                         小田急グループ 親子体験イベント ２０２２ 詳細                     

 主催／イベント名 内容 開催日時 開催場所 募集人数 参加費（税込み） 

仕
事
体
験
・
見
学 

８ 

小田急電鉄 ＜協力：ＱＵＲＥＯプログラミング教室＞ 親子で『ゲーム開発』に挑戦します。 

その後は、ロマンスカーミュージアム

を元運転士による特別ガイド付きで

見学します。 

8月20日(土) 

9:30～12:30 

小田急健康管理センターホールおよび 

ロマンスカーミュージアム 

（小田急線 海老名駅 徒歩1分） 

小学3～6年生と 

その保護者 

20組40名 

1組 

1,300円 
小学生向けプログラミングワークショップ＆

ロマンスカーミュージアム見学 

９ 

小田急電鉄 ＜協力：ドンク＞ 

プロの職人からミニクロワッサンの

作り方を学び、自分で作ったクロワッサン

をお持ち帰りいただけます。 

8月24日(水) 

①10:00～11:00 

②11:45～12:45 

※受取りは以下

の通り 

①13:30以降 

②15:15以降 

本厚木ミロード 会議室 

（小田急線 本厚木駅直結） 

※受取りは、ドンクエディテ本厚木

ミロード店 

（小田急線 本厚木駅 徒歩１分） 

小学生とその保護者 

各回5組10名 

1組 

1,000円 ミニクロワッサン教室 

ス
ポ
ー
ツ
体
験 

10 

小田急電鉄 ＜協力：秦野市、神奈川県公園協会＞ 
頭と体を使ってボルダリングを親子

で楽しんでいただけます。 

7月29日(金) 

10:00～12:00 

はだの丹沢クライミングパーク 

県立秦野戸川公園内 

(小田急線 渋沢駅 バス約15分) 

小学生とその保護者 

10組20名 

1組 

2,500円 親子でボルダリング体験 

11 

小田急電鉄 （小田急ヨットクラブ） 

湘南の海でセーリングをお楽しみ

いただけます。 

8月1日(月) 

10:00～13:00 小田急ヨットクラブ(江の島) 

(小田急線 片瀬江ノ島駅 徒歩15分) 

小学生とその保護者 

各日2組8名 

1人 

2,500円 親子でヨット体験 ファミリーセーリング 8月2日(火) 

10:00～13:00 

12 

小田急電鉄 ＜協力：ＦＣ町田ゼルビア＞ クラブハウスの見学ができるほ

か、ＦＣ町田ゼルビアのスクールコ

ーチによるサッカー教室を実施いた

します。 

8月8日(月) 

15:00～17:00 

ＦＣ町田ゼルビアクラブハウス 

（小田急線 鶴川駅 バス10分） 

小学1～3年生と 

その保護者 

10組20名 

1組 

1,000円 
ＦＣ町田ゼルビアサッカー教室＆ 

クラブハウス見学 

13 

小田急電鉄 （小田急町田テニススクール） 親子で簡単なラリーを楽しんでいただ

き最後はみなさんでミニダブルスゲ

ームに挑戦できます。 

8月11日(木・祝) 

15:00～16:00 

小田急町田テニススクール 

(小田急線 町田駅 徒歩3分) 

小学生とその保護者 

10組20名 

1組 

1,000円 親子でテニス体験 

14 

小田急スポーツサービス （小田急藤沢テニスガーデン） 砂浜で行うテニス「ビーチテニス」

を１から教わり、その楽しさを体

感いただけます。 

8月13日(土) 

① 9:30～10:45 

②11:00～12:15 

小田急藤沢テニスガーデン 

(小田急線 長後駅 バス約10分)  

小学3～6年生と 

その保護者 

各回5組１0名 

1組 

1,000円 親子でビーチテニス体験 

15 

小田急電鉄 ＜協力：読売巨人軍、よみうりランド＞ 
読売ジャイアンツの選手との記念撮影

や、野球教室への参加、室内練習場の

見学ができます。 

8月16日(火) 

14：00開場 

読売ジャイアンツ球場 

（小田急線 読売ランド前駅 バス10分） 

小学生とその保護者 

20組40名 

1組 

1,300円 
野球体験やプロ野球選手との記念撮影も！ 

読売ジャイアンツ球場で夏の思い出作り 

 

－２／２－ 

 


