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休館日は毎週水曜日です。 

8月中は全日開館、10 月 14 日(水)も開館します。 
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京都鉄道博物館では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行った上で、中止しておりました講座やワー

クショップを再開します。あわせて、おとなの学び講座やワークショップに参加してスタンプを集めると、オ

リジナルの特典が GETできる「京都鉄道博物館スタンプカード」がリニューアルして、「京都鉄道博物館 おと

なの学び講座スタンプカード」「京都鉄道博物館 ワークショップスタンプカード」として登場！お子様からお

となまでお楽しみいただけます♪ 

 

好評につき再び開講！ 

学芸員講座「おとなの学び講座」 
  2019年度に開講し、ご好評いただいた、当館の学芸員による「おとなの学び講座」♪ 今年度の初回は、 

９月 19 日(土)から 12 月 13 日(日)まで開催するイベント、新快速 50 周年記念「この秋は 新快速で50
ゴー

！～学ん

で、遊んで、しんかいそく！～」に合わせた内容で開講します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 日  ９月 24日(木) 

開催時間  14：00～15：00 (所要時間 60分)          

開催場所   本館２階 企画展示室 

テ ー マ    「新快速とは何か」 

講  師  岡本 健一郎 

参 加 費    無料   ※要入館料 

定  員  約 20名 ※先着順 

今後の開講予定  10月 15日(木)、11月 19日(木)、12月 10日(木) 

2021年１月 21日(木)、２月 18日(木)、３月 18日(木) 

※テーマ等の詳細は、後日、お知らせします。 

※「京都鉄道博物館 おとなの学び講座スタンプカード」対象です。 

スタンプカードの詳細については３ページ目をご覧ください。 

「京都鉄道博物館スタンプカード」がリニューアル！ 

おとなの学び講座・ワークショップ等を再開 
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当館で所蔵する「新快速」関連映像を上映するワークショップ 

鉄道映画上映会「実況！新快速」 

   新快速 50周年記念「この秋は  新快速で50
ゴー

！ 

 ～学んで、遊んで、しんかいそく！～」に合わせ、 

新快速の走行映像を上映します。 

学芸員の実況とともにお楽しみください。 

開 催 日  ９月 19日(土)・20日(日) 

  開催場所  本館２階 企画展示室 

  参 加 費  無料  ※要入館料 

  参加方法  開催場所へ直接お越しください。 

定  員  約 20名  ※先着順  
 開始時刻 実況区間 

第１回 11:00 滋賀エリアから京都エリア 

第２回 13:30 京都エリアから大阪エリア 

第３回 15:00 大阪エリアから兵庫エリア 

※各回、開始時刻の 15分前より開場 

※19日(土)・20日(日)で解説内容は異なります。 

※各回、所要時間は 45分です。出入り自由で、ご観覧いただけますのでお気軽にお立ち寄りください♪ 

※「京都鉄道博物館 ワークショップスタンプカード」対象です。 

スタンプカードの詳細については３ページ目をご覧ください。 

【2020年度下期「ワークショップ」開催スケジュールについて】 

日程 テーマ 内容 

９月 19日(土) 

20日(日) 

鉄道映画上映会 

「実況！新快速」 

当館で所蔵している映像の上映 

10月 17日(土) 

18日(日) 

子ども工作教室 

※詳細は後日お知らせします。 

11月 14日(土) 

15日(日) 

展示品解説セミナー 

(硬券印刷機) 

硬券についての解説と、硬券印刷・日付印字・改札鋏

の体験 

12月 19日(土) 

20日(日) 

子ども工作教室 

※詳細は後日お知らせします。 

2021年１月９日(土) 

～11日(月・祝) 

鉄道映画上映会 

※詳細は後日お知らせします。 

２月 13日(土) 

14日(日) 

車両探検ツアー 

(ヨ 5000 形 5008 号車／

ワム 3500形 7055号車) 

当館で展示している車両の解説と見学 

３月 20日(土・祝) 

21日(日) 

子ども工作教室 

※詳細は後日お知らせします。 

※予定を変更する場合がございます。 

※上記はすべて「京都鉄道博物館 ワークショップスタンプカード」対象です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲画像はイメージです 

▲子ども工作教室 

「缶バッジ制作」開催時のようす 

▲展示品解説セミナー 

「硬券印刷機」 

http://www.kyotorailwaymuseum.jp/
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8月中は全日開館、10 月 14 日(水)も開館します。 

 

対象の講座・ワークショップに参加で特典を GET!  
 「京都鉄道博物館 おとなの学び講座スタンプカード」 

「京都鉄道博物館 ワークショップスタンプカード」が登場！ 
2019年度に実施していました「京都鉄道博物館講座スタンプカード」がリニューアル♪ 「京都鉄道博物館ワ

ークショップスタンプカード」と「京都鉄道博物館おとなの学び講座スタンプカード」の２種類が登場！スタ

ンプカード対象イベントに参加してスタンプを集めると、スタンプの数に応じて記念グッズなどの特典がもら

えます♪スタンプカード対象の講座・ワークショップを当館 HPでチェックして京都鉄道博物館へ！ 

参加方法   各講座・ワークショップ開催会場で、スタンプカードご希望のお客様に配布  

無料 ※要入館料 

 

特典内容 

 スタンプ２つ スタンプ３つ スタンプ６つ スタンプ８つ 

子ども向け 

ワークショップ 

缶バッジ２個 缶マグネット２個   

 

一般向け 

ワークショップ 

 缶マグネット 

５個 

運転シミュレータ 

１回体験 

または 

学芸員特別ツアー 

鉄道ジオラマ内の看板

に記名 

おとなの学び講座  

 

収蔵庫ツアー 

 

特典交換場所 各講座・ワークショップ開催会場 

注意事項  ・各スタンプカードは記名式とし、ご本人様のみ有効です。(代理人による参加は不可) 

     ・スタンプの押印は、１日につき１個です。(同一ワークショップで別の日に参加した場合は押 

印します。) 

     ・各スタンプカードの有効期間は 2022年３月末です。 

・子ども向けワークショップへ大人のお客様が参加されても押印しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲リニューアルした２種類のスタンプ

カード(イメージ) 

▲鉄道ジオラマ内の看板に記名 

(イメージ) 
▲缶バッジ・缶マグネット 

(イメージ) 

http://www.kyotorailwaymuseum.jp/
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普段は見学出来ない車両を公開！ 

９月の特別な車両公開「クハネ 581形 35号車」 
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。９月の車両は、1968(昭和 43)年に製造された特急形交直  

 流寝台電車「クハネ 581形 35号車」です。運用効率を高めるため、  

昼は座席車、夜は寝台車になる世界初の昼夜両用車です。寝台時に   

座席が三段ベッドになっている様子は必見です！ 

開 催 日  ９月の土曜日・日曜日・祝日 

開催時間  10：00～16：30          

開催場所  本館 1階  

 

【2020年度下期「特別な車両公開」開催スケジュールについて】 

開催月 公開車両 概要 

９月 クハネ 581形 35号車 寝台・座席転換可能な世界初の電車。 

10月 ０系新幹線電車 35形１号車 調理室とカウンター、13席が設けられたビュフェ車。 

11月 ０系新幹線電車 16形１号車 グリーン車の中間車で、乗務員室、荷物保管室も設置。 

12月 キハ 81形３号車 日本初の特急形ディーゼルカー。 

１月 オハ 46形 13号車 軽量化を実現し、山陰本線などで活躍した客車。 

２月 クハ 489形１号車 ボンネットスタイル、タイフォンがスカート部にあるのが特徴。 

３月 オロネ 24形４号車 24系客車の A寝台車で、開放形の２段式(プルマン式)が特徴。 

※各月とも、週末を中心に開催いたします。また、都合により予定を変更することがあります。 

 

お子様に大人気！出発進行！ 

ミニ SL・ミニ 500系新幹線運転会 
お子様から大人の方までご乗車できるミニ列車の運転会を開催します♪ 

開 催 日  

 

 

 

開催時間  10：30～16：30(12：00～13：30は休止) 

開催場所  プロムナード横 ミニ列車のりば 

参 加 料  無料 ※要入館料 

参加方法  随時運転 

       ※雨天時は中止します。 

 

 

 

 

 

ミニ SL運転日 ９月 27日(日)・11月 22日(日) 

ミニ 500系新幹線運転日 10月 25日(日)・2021年３月 28日(日) 

 

ご来館のお客様へ 

・新型コロナウイルス感染症対策のため、中止や閉鎖を継続している展示がございます。 

・検温、マスク着用、手指のアルコール消毒等のご協力をお願いいたします。 

・「京都市新型コロナあんしん追跡サービス」を導入しています。厚生労働省アプリと合わせて、来館時に、

ＱＲコードより登録をお願いします。 

※詳細は当館公式ＨＰをご覧ください。 

▲ クハネ 581形 35号車 

▲本物の SLと同じ仕組みで動く 

ミニ SLがけん引する客車に乗車

できます。 

  

http://www.kyotorailwaymuseum.jp/

