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東日本旅客鉄道株式会社

⼦育て⽀援施設１００箇所達成記念謝恩イベント第２弾

鉄道博物館で「HAPPY CHILD FESTIVAL」を開催します！
~ご家族総計 2,000 名さまを⼊場無料でご招待~
JR 東⽇本グループでは、⼦育て⽀援を通じた沿線活性化事業として「HAPPY CHILD PROJECT」を推進し
ており、4 ⽉ 1 ⽇に⼦育て⽀援施設の開設１００箇所を達成しました。つきましては、これを記念し、沿線の皆さ
まに向けた様々な謝恩イベントを⾏っています。
この度、毎年多くのお⼦さまにご参加頂いている「こども鉄道作品展」の今年度最終⽇をかざるイベントとして、鉄
道博物館を貸し切り、9 ⽉ 5 ⽇(⽕)に「HAPPY CHILD FESTIVAL」を開催いたします。
これは、事前にエントリー頂いたご家族総計 2,000 名さまを、⼊場無料で鉄道博物館にご招待し、JR 東⽇本グ
ループ各社のステージやワークショップ、埼⽟⼤学の学⽣によるパフォーマンス、その他協⼒企業によるスペシャル上
映会等、ご家族で盛りだくさんの内容をお楽しみ頂ける特別なフェスティバルです。
なお、第 8 回「こども鉄道作品展」を 8 ⽉ 19 ⽇(⼟)〜9 ⽉ 5 ⽇(⽕)に開催し、駅型保育園に通う園児の絵
画の展⽰や、お仕事体験型プログラム等のワークショップを実施いたします。

１ 「HAPPY CHILD FESTIVAL 」について
◇ ⽇

時： 2017 年９⽉５⽇(⽕) 10：30〜16：00（⼊館は 15：30 まで）

◇ 場

所： 鉄道博物館（⼤宮）

◇ 参加条件： 事前にエントリー頂いた⼩学⽣以下のお⼦さまと保護者さま総計 2,000 名さま
※⼩学⽣以下のお⼦さまと保護者さま（合計 4 名様まで）でエントリー、ご参加ください。
※お⼦さまのみ保護者さまのみでのお申込み、ご参加は出来ません。
※参加条件、注意事項はホームページをご覧の上、ご同意頂いた⽅にエントリー、ご参加頂けます。

◇ 申込⽅法： 専⽤エントリーフォームからエントリー下さい。
http://www.jreast.co.jp/kosodate/event01
◇ 申込期間： 2017 年 7 ⽉ 27 ⽇(⽊) 14：00〜2017 年 9 ⽉ 5 ⽇(⽕) 15：30
※申込期間に関わらず定員に達し次第申込を締め切らせて頂きます。

◇ 開催内容：
鉄道博物館で⼈気のミニ運転列⾞やジオラマ
ショーをはじめとする館内施設の他、ご家族で
遊び、体験し、楽しめる、「HAPPY CHILD
FESTIVAL」だけの特別なイベントを多数ご
⽤意しています。
【詳細：別紙１】

２ 「こども鉄道作品展」について
◇ ⽇

時： 2017 年 8 ⽉ 19 ⽇(⼟)〜2017 年 9 ⽉５⽇(⽕)
10：00〜18：00（鉄道博物館の最終⼊館は 17：30）
※9 ⽉ 5 ⽇(⽕)は「HAPPY CHILD FESTIVAL」の貸し切り⽇となり、⼊館には事前エントリーが必要です。
開催時間は 10：30〜16：00（⼊館は 15：30 まで）となります。

◇ 場

所： 鉄道博物館（鉄道博物館への⼊館には⼊館料が必要です）

◇ 開催内容：
JR 東⽇本グループの駅型保育園に通う園児約 900 名の“でんしゃ”をテーマとした絵画作品の展⽰の他、お
仕事体験型プログラム等のワークショップを多数ご⽤意しています。【詳細：別紙２】
※予告なく変更・中⽌・中断となる場合があります。予めご了承ください。

【昨年度開催時の様⼦】

別紙１

Event Program

―HAPPY CHILD FESTIVAL プログラム―

■スペシャルコンテンツ

お⼦さまに⼤⼈気のキャラクターが鉄道博物館に⼤集結！
◇キュウレンジャーが鉄道博物館に初上陸。
てっぱくホールでは 10 ⽉ 25 ⽇の Blu-ray＆DVD 発売に
先駆けた最速先⾏無料試写会を実施します。試写会終了
後にはシシレッドとサソリオレンジと握⼿ができます！！
◇てっぱくではおなじみのシンカリオンがエントランスでお出迎
え！写真を撮ったりゲームに参加できます。
◇元気いっぱいな３兄弟『パッコロリン』がミニステージショーで
登場。必⾒です！！

■JR 東⽇本グループ企業によるプログラム
⼩さな料理研究家・⼩池桃⾹さんのにこにこクッキー
とオリジナルのメッセージで笑顔を届けよう！

「オリジナルドーナッツの
デコレーションを体験しよう」

「第４回・ジュニア料理選⼿権」の個

キッズカフェオリジナ

⼈部⾨グランプリを受賞した＜⼩さな

ルのドーナッツにデ

料理研究家＞として活躍している⼩

コレーションをして、

池桃⾹さんが主催するワークショップ。

⾃分だけのオリジナ

オリジナルの、⾃然素材を使ったクッキ

ルドーナッツがつくれ

ーと合わせてメッセージカードとカラーペ

ます！

ンを⽤意。お⼦さまに はメッセージの
記⼊や、絵を描いていただき、カード
はラッピングしたクッキーに添えて参加
出展者名：㈱オレンジページ

者にお渡しします。

出展者名：ジェイアール東⽇本フードビジネス㈱

■JR 東⽇本グループ企業によるプログラム
ベビーと⼀緒にヨガ『ベビトレヨガ®』
⾚ちゃんとママを笑顔で繋ぐヨガ

しんかんせんの「アテンダント」になってお
しごとたいけん！

タイムです。産後のママの⾻盤ケ

鉄道博物館にある実際の

アを⾏いながら、⾚ちゃんの⾝体

⾞両を使⽤して、サービスマ

の可動領域トレーニングや脳トレ

ナー講習会やワゴン販売体

ーニングを⾏い将来の可能性を

験を⾏ないます。最後には

広げていきます。

記念撮影もできます！

※6 か⽉〜2 歳までのお⼦さまとママ

出展者名：㈱ジェイアール東⽇本スポーツ

世界に⼀つだけのオリジナルボトルをつくろう！

出展者名：㈱⽇本レストランエンタプライズ

「親⼦で学ぶ、楽しむ。絵本の読み聞かせレ
クチャー」

フ ィ ル ム に好 き な絵 を 描 い

エキュート⼤宮「リブロ」がおす

て、世界に⼀つだけのオリジ

す めす る絵本のご紹介や 、

ナルペットボトルを作ろう！

読み聞かせ会を実施！絵本

作ったボト ルはす ぐにお持ち

を通じた親⼦のコミュニケーシ

帰りいただけるので記念にも

ョンに役⽴つポイントもお伝え

最適です。

します。
出展者名：㈱JR 東⽇本ステーションリテイリング

出展者名：㈱JR 東⽇本ウォータービジネス

リラクゼ「ママに⼈気のコース 10 分体験！」

協

⼒：㈱リブロ

運動神経アップ体操

リラクゼのコースをお試しで 10

⾛ったり跳んだり、リズムに合わせ

分無料体験ができます 。⽇

て⾝体を動かすなどの基本的な

頃の育児・ 家事・ 仕事の疲

運動技能が無理なく発達するよ

れをとってリフレ ッシュ しましょ

うに、楽しみながら体操を⾏いま

う。

しょう。この時期に運動を好きに

もちろんパパも⼤歓迎です！

なることが、将来の運動神経向
上に役⽴ちます。

出展者名：㈱ジェイアール東⽇本スポーツ

出展者名：㈱ジェイアール東⽇本スポーツ

■埼⽟⼤学・NPO によるプログラム
いろむすび cafe による鉄博出張イベント
⾚⽻にあるコミュニティカフェ『いろむすび cafe』が鉄
道博物館で出張ワークショップ＆販売を実施しま
す。いろむすびでカフェで提供しているスイーツやハン
ドメイド作品『いろどり BOX』の販売会を実施。

出展者名：NPO 法⼈彩結び

埼⽟⼤学 Million Tricks のジャグリングパフォーマンス！
ジャグリングの道具を⽤いたパフォーマンスを⾏います。皆様に楽しんで
いただけるよう精⼀杯パフォーマンスいたします！ぜひご覧ください。

出演者名：埼⽟⼤学ジャグリングサークル『Million Tricks』

■その他協⼒企業によるワークショップ
⼤きなキャッスルぬりえに⾃由に⾊塗り！

「ROBOT LIFE を体験」しよう！
AI 搭載の英語学習ロボット

描いても、塗っても⼤丈夫。

「Musio X」、プログラミングが

⾃由に描けるキャッスルにクレ

学べるロボット キット「 ｍBot

ヨンや⾊鉛筆、フェルトペンで

シリーズ」ほか知育×ド ローン

塗り絵をします。

「Airblock」など様々なロボッ
トを紹介します。

提供：BIG ジャパン㈱

提供：ソフトバンクコマース＆サービス㈱

話題の知育トイで知⼒＆マナーUP！おもちゃ体験
初⼼者でも将棋遊びができる「わんにゃん将棋」や、お箸
のマナーを学びながら遊べる「マナー⾖(ビーンズ)」が体験
できます。
提供：㈱アイアップ

※本イベントは天候その他やむを得ぬ事情により予告なく変更・中⽌・中断となる場合があります。予めご了承ください。
※イベントの最新情報はホームページをご確認ください。
※イベントにご参加頂く際事前の予約はございませんので当⽇各イベント会場までお越しください。
※混雑状況によりご来館者さまの安全確保のため⼊場を早める場合や、⼊場をお待ち頂く場合がございます。
※本イベントでは鉄道博物館の⼀部の施設や⼀部のイベントはご利⽤頂けません。

別紙２

Work Shop

―こども鉄道作品展ワークショップー

■すべてのプログラム参加無料！
① 乗⾞マナー教室と駅員制帽のサンバイザー制作
駅や電⾞内でのマナー教室と、親⼦で駅員制帽のサンバイザーを制作する楽しい教室です。

◇対

好評

象: ⼩学⽣以下 ※未就学児保護者同伴(1 名まで)

◆開 催 ⽇: ８⽉ 19 ⽇(⼟)
◇開催時間: ①11:00〜

②13:00〜

③14:00〜

④15:00〜

◆所要時間: 30 分程度
◇会

場: 鉄道博物館 2Ｆ・ステンドグラス前

◆定

員: 各回 24 名

◇参加⽅法: 開催当⽇、10：00 より会場にて

【乗⾞マナー教室イメージ】

整理券を配布します(全開催分)

② モノが動くしくみ！ブロックを使ってエネルギーづくり！！

「夏のリコチャレ 2017」登録イベント！

みんなの⼤好きな電⾞はどうやって動いているの？電気ってどうやって作るの？
触って体験して、モノが動くしくみを実験してみよう。プログラミング電⾞も⾛るよ！

NEW
◇対

象: ⼩学⽣以下 ※未就学児保護者同伴

◆開 催 ⽇ : 8 ⽉ 20 ⽇(⽇)
◇開催時間: ①11:00〜13:00
②14:00〜16:00
◆所要時間: 20 分程度
◇会

場: 鉄道博物館 2Ｆ・ステンドグラス前

◆参加⽅法: 会場にて順次ご案内します(予約不要)
◇協

⼒: 特定⾮営利活動法⼈放課後 NPO アフタースクール

≪「リコチャレ（理⼯系チャレンジ）」とは≫
内閣府男⼥共同参画局が中⼼となり、理⼯系分野に興
味がある⼥⼦⽣徒等の皆様に、将来の⾃分をしっかりイメ
ージし進路選択（チャレンジ）していただくことを応援する
ための取り組み。

【ワークショップイメージ】
http://www.gender.go.jp /c-challenge/event/index.html

③ 新幹線ペーパークラフト教室
新幹線のペーパークラフトを親⼦で制作する教室です。北陸新幹線Ｅ7 系をはじめＥ6 系、Ｅ５系、Ｅ２系から好き
な⾞両を選べます。今回新たにとれたんずバージョンも登場します。
◇対

象: ⼩学⽣以下 ※未就学児保護者同伴

◆開 催 ⽇ : 8 ⽉ 21 ⽇(⽉)・25 ⽇（⾦）
◇開催時間: ①11:00〜13:00
②14:00〜16:30
◆所要時間: 20 分程度
◇会

場: 鉄道博物館 2Ｆ・スペシャルギャラリー2 前
【ペーパークラフト教室イメージ】

◆参加⽅法: 会場にて順次ご案内します(予約不要)

④ 「中央線の仕事をいっぱい知っちゃおう！〜運転⼠・⾞掌・駅員のお仕事を体験！〜」
お仕事体験や、クイズを通じて運転⼠・⾞掌・駅員と遊びながら、鉄道員の仕事を楽しく学び、
夏休みの思い出を提供します。

◇対

NEW

象: ⼩学校低学年

◆開 催 ⽇: 8 ⽉ 26 ⽇(⼟)
◇開催時間: 第 1 ステージ 11：00〜11：45
第２ステージ 13：30〜14：15
第３ステージ 15：10〜15：55
◆所要時間: 45 分程度
◇会

場: 鉄道博物館 2Ｆ・ステンドグラス前

◆定

員: 各回 24 名

◇参加⽅法: 開催当⽇、会場にて整理券を配布します
10：00〜 第１ステージ整理券配布
12：30〜 第２、３ステージ整理券配布

【【中央線の運転⼠と⾞掌と駅員】

⑤ 「鉄道会社の eco な取組み」
鉄道会社の eco な取組みって何でしょう？クイズを通じて eco な⾞両や駅で出るごみのリサイクルのことを学び、昔の
きっぷに触れる体験を通じて Suica に変わってどのような変化があったかを考えます。

NEW
◇対

象: ⼩学⽣以下 ※未就学児保護者同伴(1 名まで)

◆開 催 ⽇ : 8 ⽉ 27 ⽇(⽇)
◇開催時間: ①11：00〜 ②13：00〜 ③14：30〜
◆所要時間: 30 分程度
◇会

場: 鉄道博物館 2Ｆ・ステンドグラス前

◆参加⽅法: 開催当⽇、10：00 より会場にて
整理券を配布します(全開催分)
【eco クイズイメージ】

