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４月 27 日（土）～5 月 6 日（月・祝）は、 

9 時 30 分に開館いたします。 
 

 

ゴールデンウイークに開催中のイベント一覧 
 

 

（１）プラレール 60 周年企画展「おかげさまで 60 年まるごとプラレール展」 

 

【期 間】 開催中～５月７日（火） 

【時 間】 開館時間中 

【場 所】 本館 2階 企画展示室 

 

【内 容】 「平成」に発売された商品に焦点を当て、 

「プラレール」60年の歴史を鉄道の歴史と 

ともに振り返ります！ 

 

※画像はイメージです。 

 

 

（２）きかんしゃトーマスとなかまたち Go!Go!スタンプラリー 

 

【期 間】 開催中～５月７日（火） 

【時 間】 開館時間中 

【対 象】 小学生以下のお子様 

【受 付】 本館 2階 キッズパーク 

 

【内 容】 きかんしゃトーマスと仲間たちが京都鉄道博物館に 

やってきた！館内 4ヶ所にあるスタンプを集めて、 

オリジナルの限定シールをゲットしよう！トーマスの 

ジオラマやプラレールタワーもお楽しみください。    ※画像はイメージです。 

 

 

（３）収蔵資料展「国鉄とスポーツ」 

 

【期 間】 開催中～７月７日（日） 

  【時 間】 開館時間中 

【場 所】 本館 2階 企画展示室横展示ブース 

 

【内 容】 大正～昭和初期、国鉄では職員の健康増進と 

精神訓練のため、スポーツ大会を各地方機関で 

積極的に行っていました。また戦後も、世相を 

明るくし、職員のレクリエーション活動を盛ん 

にするため、スポーツ活動に力を入れていました。本展では、国鉄職員の福利厚生

としてのスポーツ活動を中心に、当館が収蔵している資料の中から国鉄とスポーツ

に関するものを展示します。 

▲主な展示資料 

「全国鉄軟式野球大会優勝旗」 
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（４）収蔵写真展「かつての鉄道風景～鉄道で働く人々～」 

 

【期 間】 開催中～7月 15日（月・祝） 

【時 間】 開館時間中 

【場 所】 本館 3階 ギャラリー 

  

【内 容】 鉄道は開業以来、多くの人が関わり多岐にわたる 

業務を進めてきました。またその内容も、時代や      ▲主な展示写真 

技術の発達とともに常に変化し続けています。   「携帯電話端子箱使用説明会」 

今回「鉄道で働く人々」をテーマに、昭和 30年代 

の改札口の様子やラッシュ時の風景など、かつての鉄道で働く人々の姿を収めた写

真を展示します。 

 

 

 

（５）実物大プラレール！？「青いレール」特別展示 

 

【期 間】 4月 27日（土）～5月 7日（火） 

【時 間】 開館時間中 

【場 所】 本館 1階 車両工場エリア 

 

【内 容】 3月 16日（土）に開催した「プラレール 

60周年 SLスチーム号」走行除幕式で大好 

評をいただいた、巨大な「青いレール」。 

皆さまからの「もう一度見たい！」の声に 

お応えし、「青いレール」と「車止め」を 

本物の SLとともに特別展示します！ 

※画像は 2019年 3月に展示した際のものです。 

※今回の展示場所は「本館１階車両工場エリア」となります。 

 

 

 

（６）グランドオープン３周年！記念セレモニー 

 

【開催日】 4月 29日（月・祝） 

【時 間】 10時 15分～10時 25分 

【場 所】 本館 1階 3車両前 

 

 

▲記念セレモニー（イメージ） 

 

【内 容】 ①館長（三浦英之）によるご挨拶          ※写真はイメージです。 

②公式キャラクター「ウメテツ」のグリーティング 

③「大瀬戸千嶋」によるウェルカムミュージックの演奏 
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（７）グランドオープン 3周年！記念コンサート 

「京都鉄博 3rd Anniversary Live by 大瀬戸千嶋」 

 

【開催日】 4月 29日（月・祝） 

【時 間】 ①12時 30分 ②14時 30分 

（各回約 30分） 

【場 所】 扇形車庫 

       

                                ※写真イメージです。 

【内 容】 当館の SL を題材にした楽曲「軌条の彼方」を含むオリジナル楽曲を演奏します。 

 

 

＜大瀬戸千嶋（オオセドチシマ）プロフィール＞ 

2006年、サックス奏者大瀬戸嵩（オオセドタカシ）と 

エレクトーン奏者千嶋里志（チシマサトシ）が故郷広島で 

インストゥルメンタルユニット「大瀬戸千嶋」を結成。 

千嶋の創り出す音の世界観と大瀬戸が表情豊かに 

生み出す音楽を、歌のない音楽ということもあり、 

言葉の壁を越えて、世界へ発信している。 

 

 

 

 

 

 

（８）グランドオープン３周年！記念硬券の配布 

 

【配布日】  4月 29日（月・祝）、30日（火） 

【配布枚数】 15,000枚 

（先着順・なくなり次第終了） 

【配布場所】 エントランス 

       ※ご入館のお客様 1名につき、 

1枚のお渡しとなります。 

 

 

 

（９）ＧＷ特別！転車台回転イベント 

 

【開催日】 4月 30日（火）、5月 2日（木） 

【時 間】 ①11時、②12時、③13時、④14時、⑤15時、⑥16時（計 6回） 

【場 所】 扇形車庫 

 

【内 容】 ４月２日に実施した「ＳＬ＆ヘッドマークアンケート」で決定した蒸気機関車を、

転車台に乗せて回転いたします。詳細は当日のお楽しみです！ 
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（10）キャンドルアートをつくってみよう 

 

【期 間】 4月 30日（火）～5月 6日（月・祝） 

【時 間】 10時 00分～15時 30分（最終日のみ 15時受付終了） 

【場 所】 扇形車庫 

【費 用】 有料（材料代） 

【内 容】 オリジナルのキャンドルが作れる「キャンドルアート体験」を実施します！ 

ゴールデンウイークの思い出に、好きなパーツを入れた自分だけのキャンドルを 

作ってみませんか？ 

 

 

 

（11）改元記念硬券の配布 

 

【配布日】  5月 1日（水・祝）より開始 

【配布枚数】 40,000枚 

（先着順・なくなり次第終了） 

【配布場所】 エントランス 

※ご入館のお客様１名につき、 

１枚のお渡しとなります。 

 

※画像はイメージです。 

 

（12）駅弁・オリジナル弁当大会 

 

【開催日】 5月 3日（金・祝）、4日（土・祝） 

【時 間】 10時 30分～14時 00分（売切れ次第終了） 

【場 所】 本館 1階 車両工場エリア 

 

【内 容】 近畿エリアで販売している駅弁や京都鉄道博物館のオリジナル弁当を販売します。 

憧れのあの駅弁が手に入るかも？20種類以上のお弁当が大集合！お腹も心も満腹 

必至のイベントにぜひお越しください。 

 

 

（13）５月の特別な車両公開「80 系電車(クハ 86形１号車・モハ 80形１号車)」 

 

【開催日】 5月の土曜日、日曜日、祝日 

【時 間】 10時 00分～16時 30分 

      （12時 00分～13時 30分は休止） 

【場 所】 本館 1階 プロムナード 

 

【内 容】 当館では週末を中心に、月替わりで展示車両 

の車内を公開しています。 

今月の車両は、1950（昭和 25）年に登場した 

日本初の長距離用電車の８０系電車です。 

車両前面のデザインや車両塗装の多様化の契  ▲80系電車 

機ともなった車両で、当館の保存車両は正面 （ｸﾊ 86 形 1 号車・ﾓﾊ 80 形 1 号車） 

に三枚窓があるトップナンバーです。 


