
 

 

 

 

 

 

            

 

2 0 1 8 年 ４ 月 1 9 日  

東日本旅客鉄道株式会社 

大 宮 支 社 

 

「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」を 

今年もさいたま市と共同で開催します 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開催概要 

（１）開催日 

   2018年５月 26日（土）  

 

（２）場 所 

① 車両センター会場 

（大宮総合車両センター：埼玉県さいたま市大宮区錦町 1017 番地） 

② 西口まちなか会場（鐘塚公園ほか） 

③ 東口まちなか・大宮駅構内会場 

（銀座通り、大宮駅コンコースほか） 

 

（３）主 催 

  東日本旅客鉄道株式会社大宮支社、さいたま市 

 

（４）共 催 

   日本貨物鉄道株式会社関東支社 

 

 

 

 

 

 

JR 東日本大宮総合車両センター（以下、「車両センター」）は、1894（明治 27）年に操業を開始

し、この間、多くの電車や機関車の修繕や製造を行ってきました。また、1991 年からは「鉄道ふ

れあいフェア」を開催する等、地元・大宮とともに歩んでまいりました。 

今年で 28回目となる「鉄道ふれあいフェア」は、今年もさいたま市と共同で「鉄道のまち大宮 

鉄道ふれあいフェア」として開催いたします。 

車両センター内でのイベントの他、大宮駅や各地域からの多数のイベントを駅の東口や西口で

開催し、「鉄道のまち大宮」の鉄道文化やまちを楽しんでいただけるよう企画しています。 

各会場を巡って楽しむシールラリーもご用意しています。この機会にご家族連れで「鉄道のま

ち大宮」をご満喫ください。 



２ 各会場でのイベント概要 

 

（１）車両センター会場（９時 30分～15 時 30分 ※入場は 15時まで）  

鉄道の魅力を満喫できる各種イベントをご用意しています。 
 

① 特急 草津、スワローあかぎ 651系試乗会  

特急「草津号」「スワローあかぎ号」などで使用して 

いる 651系による試乗会を行います。 

車両センター内の試運転線により、約 1.7ｋｍを走行 

します。（乗車時間約 15分） 

     運転時間は計９回を予定しています。 

 

② ミニＳＬ・新幹線、遊覧列車の運転  

車両センターで製作したミニＳＬ（D51）、ミニ新幹線（E5系）や、E5系新幹線の遊覧列車にご

乗車できます。 

 
                  ミニ新幹線（写真は、E6,E7系） 

 

③ 車両展示、メンテナンス作業実演   

電気機関車 EF64-37、ディーゼル機関車 DD51-842などの展示を予定しています。また、日頃の

車両センターで行っている車両メンテナンス作業を実演します。 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 体験イベント 

工事用車両（レールスターや高所作業車）の乗車体験、実際の車両を使用しての業務体験など

ができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ミニＳＬ 遊覧列車 

 DD51-842（写真は、DD51-895） 車両メンテナンス作業実演 

高所作業車 乗車体験 業務体験(車掌体験) レールスター 乗車体験 

 
 
 
 

651系 



⑤ 車両センター食堂の一般開放（10時 30分～15時 00分 ※ラストオーダー14時 30分） 

「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」の日限定で車両センターの食堂を一般のお客さまに開

放します。  

 

   主なメニュー 

・お子様カレー（ペーパークラフト付き） ６００円（税込） 

・懐かしの食堂車カレー（ピンバッジ付き）８００円（税込） 

・はちくまライス（ピンバッジ付き）     ８００円（税込） 

※ メニュー、金額については変更する場合がございます 

 

 

⑥ 限定駅弁、鉄道グッズ等の販売 
ふれあいフェア限定駅弁をはじめ、４月１日から日光線 

で運転を開始した「いろは」の型をした駅弁も販売します。 

他にも 103系車両をモデルにした電車パンや各種鉄道グッズ 

なども販売します。 

 
 
 
（２）東口まちなか・大宮駅構内会場  

【大宮駅東口銀座通りイベント（銀座通り 10 時 00 分～16 時 00 分）】  
ミニ新幹線（E6系）の運転や、地元商店会などによる「大宮ナポリタン」や「さいたまスイーツ」

など飲食や物産の販売、ステージイベントを行います。 

 

①  ミニ新幹線（E6 系）運転  

実際の新幹線の１/６縮尺のミニ新幹線にご乗車できます。このミニ新幹線（E6 系）は、

車両センターが製作したものです。 

②  地元商店会などによる飲食や物販 

大宮ナポリタン会やさいたまスイーツなど地元ブランドによる飲食、物産の販売をします。 

③ ステージイベント 

銀座通りに特設ステージを作り、若手アーティストによるパフォーマンスを実施します。 

 
  【大宮駅構内イベントスペース】 

① 「鉄道ぬり絵」体験コーナー（大宮駅東西連絡通路 10時 00分～15時 00分） 

      大宮駅社員が作成したぬり絵を体験できるコーナーです。 

② さいたま市ＰＲコーナー（大宮駅西口イベントスペース 10時 00分～16時 00分） 

さいたま市の各種事業・イベントのＰＲを行います。 

③ 鉄道博物館パネル展示・ダッチングマシン体験  

（大宮駅東西連絡通路 9時 30分～16時 00分） 

・きっぷ（硬券）に日付の印字ができる「ダッチングマシン」が体

験できます。 

・今年（2018 年７月）にリニューアルされる鉄道博物館のパネル展

示をいたします。 

④ 鉄道風景写真展（大宮駅東西連絡通路 9時 30分～16時 00分） 

（株）タムロンによる鉄道風景写真コンテスト（同社主催）の受賞    

作品を展示します。 

 
 
 

いろは弁当 1,000円（税込） 

（仮） 

ダッチングマシン 

懐かしの食堂車カレー 



（３）西口まちなか会場  
① 鐘塚公園イベント（鐘塚公園 10時 00分～16時 00分）  

新幹線沿線地域等（石川県金沢市、北海道木古内町、福島県 

福島市など）の物産展や観光ＰＲ、大宮につながるご当地 

グルメや駅弁市、ステージイベント、こども駅長制服撮影 

会などを実施します。 

 

・新幹線沿線地域等の物産展や観光ＰＲ 

   東日本の玄関口「鉄道のまち大宮」の地の利を活かした、新幹線沿線地域等の物産展や観光

ＰＲを実施します。 

・大宮つながりご当地グルメや駅弁市 

      大宮地域の食文化を代表する店舗の出店を行います。また、東北新幹線沿線の駅弁を販売し

ます。 

・ステージイベント 

   お笑い芸人や鉄道関係有名人のライブやトークショーなどで会場を盛り上げます。また、鉄

道博物館による「てっぱくビンゴ」も実施、オリジナルグッズなどが当たります。 

※ 雨天時、「てっぱくビンゴ」は中止となります。 

・こども駅長制服撮影会 

お子さまを対象に、駅長気分が味わえるこども駅長制服撮影会を開催します。 

カメラは各自ご持参ください。  

②  エア遊具こどもひろば（ＪＡＣＫ大宮南側広場 9時 30分～16時 00分）  

（一財）さいたま市都市整備公社によるお子さま対象の新幹線Ｅ６系のエア遊具を設置します。 

③ Ｎゲージ運転教室（トミックスワールド 11時 30分～16時 30分）  

（株）トミーテックによる本格的コントローラを使ったＮゲージの運転教室を行います。 

※ 運転教室の参加には整理券が必要です。 

    ④ テレビアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」Ｅ５（イーファイブ）はやぶさ握手会と 

ワークショップ（ＤＯＭ １階モール特設コーナー 10時 00分～16時 00分） 

    「新幹線変形ロボ シンカリオン」Ｅ５はやぶさ握手会と、シールの台紙にきらきらシートを

貼りつけて素敵なアート作品を制作する、お子さまを対象としたワークショップを実施しま

す。（参加無料） 

※ 握手会（3回実施予定）とワークショップ（3回実施予定：合計 100名）は交互に開催します。 

        定員に達した場合は握手会、ワークショップに参加できない可能性があります。 

        ワークショップは、会場の関係で混雑時には整理券を配布することがあります。 

 

４ シールラリーの実施 

各会場を楽しく回っていただくために、イベント会場６箇所にシールの配布コーナーを設置し、シ

ールラリーを実施します。３つのシールを集めていただくと、先着 5,000名様に EF64 ・DD51等が

描かれたオリジナルスケッチブックをプレゼントします。 

（１）実施時間  ９時 30分～16時 00分（車両センターは 15時 30分まで） 

 

（２）シール設置箇所（予定） 

① 車両センター会場  

・車両センター（入口付近）  

② 西口まちなか会場 

・トミックスワールド 

・ＪＡＣＫ大宮南側広場 

・ＤＯＭ１階モール特設コーナー 

③ 東口まちなか・大宮駅構内会場 

・銀座通り 

④ 鉄道博物館 

鐘塚公園会場風景 

オリジナルスケッチブック 

 



 

（３）シールラリーの流れ  

① 首都圏の主な駅に備え付けの専用パンフレットを入手してください。 

② イベント会場を巡っていただき、３つのシール（※）を集めてください。 

※ 「車両センター」と「銀座通り」のシールは必須です。 

残り 1つのシールは必須のシール以外でお好きな箇所のシールを集めてください。 

③ ３つのシールを集めて専用パンフレットに貼り、鐘塚公園内の特設ブースへお越しください。 

④ 先着 5,000名様に EF64・DD51等が描かれたオリジナルスケッチブックをプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【Ｗチャンスプレゼント】 

さらにＷチャンスにご応募いただくと抽選で素敵な賞品（鉄道博物館ナイトミュージアムへの

ご招待や、４月から日光線で運行を開始した「いろは」のネックストラップなど）をプレゼント

します。 

 

 

５ 各種サービスの実施  
（１） 鉄道ふれあいフェア開催記念キャンペーン（5月 23日（水）～6月 10日（日）を予定） 

   鉄道ふれあいフェア開催記念キャンペーン参加店舗でお買い物をして、鉄道ふれあいフェアのチ

ラシなどをご提示いただくと、ＱＲコード付キャンペーンカードをお渡しします。ＱＲコードを

読み込んで当選すると、すてきな商品が当たります。 

※ 参加店舗や詳細については、さいたま市のホームページなどでお知らせします。 

 

（２） 鉄道博物館の入館料金割引 

車両センターで配布されるイベントマップの割引券を鉄道博物館に持参していただくと、入館料

金の割引が受けられます。 
※  一般 1,000円→800 円、小中高生 500円→400 円、幼児（3歳以上未就学児）200円→100 円 

 

※各イベント内容は、変更になる場合があります。 
 
 
 

 


