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鉄道の秋♪ 鉄道についていろいろ学ぼう！

11 月のイベント、グッズ付き入館券発売のおしらせ
当館で常設展示している「硬券印刷機」
。どんな機械でどのように使っていたのかご存じですか？11 月開催の
ワークショップは、展示品について、学んで、体験していただく「展示品解説セミナー『硬券印刷機』
」です♪
また、鉄道について知識を深める「おとなの学び講座」等も開催♪ 新快速 50 周年を記念したグッズ付き入館
券第２弾も発売！
この秋は、鉄道についていろいろ学ぼう！

昔の切符について学んで、体験してみよう♪

展示品解説セミナー「硬券印刷機」
昔の切符(硬券)についての解説や収蔵映像の上映を行うとともに、硬券
印刷機による券面の印刷を体験していただきます。
【開催期間】
11 月 14 日(土)・15 日(日)
【開催時刻】
①10：30／②11：30／③13：30／④14：30／⑤15：30／
⑥16：30
【開催場所】
本館２階 「生活と鉄道」コーナー 切符のいろいろ
【参加方法】
開催場所までお越しください。
※各回、開催時間の５分前から開場します。
【対象年齢】
年齢制限なし
【参 加 料】
無料 ※要入館料
【定
員】
各回約 10 名 ※先着制
※「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。

▲どんなデザインかな？
ヒント：今年、誕生 70 周年を迎える
アノ車両♪

▲本物の硬券印刷機を動かしてみ
よう！

▲収蔵映像で昔の切符について解説！

京都市下京区観喜寺町
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休館日は毎週水曜日です。
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鉄道を様々なテーマで解説！

11 月の学芸員講座「おとなの学び講座」
今年度３回目の「おとなの学び講座」は、
「昭和後期の時刻表」を
テーマに当館学芸員が解説します。
【開 催 日】
11 月 19 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】
「昭和の時刻表 巻頭 150 冊の移り変わり」
【講
師】
遠山 由希子（学芸員）
【参 加 料】
無料
※要入館料
【定
員】
約 20 名 ※先着順
※「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。

【スタンプカードについて】
対象のワークショップ・講座に参加してスタンプを集めて特典を GET!
「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」
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ワークショップ・講座を当館 HP でチェックして京都鉄道博物館へ！
【参加方法】 各ワークショップ・講座開催会場で、スタンプカードご希望のお客様に配布します。
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
缶バッジ２個
缶マグネット２個
ワークショップ
一般向け
缶マグネット
運転シミュレータ
鉄道ジオラマ内の看板
ワークショップ
５個
１回体験
に記名
または
おとなの学び講座
収蔵庫ツアー
学芸員特別ツアー
【特典交換場所】 各ワークショップ・講座開催会場
【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)
・今年度発行する各スタンプカードの有効期限は 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いたしません。

▲スタンプカード（イメージ）

▲缶バッジ（イメージ）
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▲鉄道ジオラマ内看板記名（イメージ）

休館日は毎週水曜です。
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普段は見学出来ない車両を公開！

11 月の特別な車両公開「０系新幹線電車 16 形１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。
11 月の車両は、初代新幹線電車のグリーン車「０系新幹線電車
16 形１号車」です。車内はゴールドを基調とした配色で、普通車と比べて
居住性を重視した２人掛けの座席配置にリクライニングシートを採用して
おり、普通車よりも大きいサイズの窓になっている点も特徴です。
【開 催 日】
11 月の土曜日・日曜日・祝日
【開催時間】
10：00～16：30
【開催場所】
プロムナード

▲「０系新幹線電車 16 形１号車」車内

本物の蒸気機関車のミニチュア版！

ミニ SL 運転会！！
お子様から大人までご乗車できるミニ SL の運転会を開催します。
【開 催 日】
11 月 22 日(日)
【開催場所】
プロムナード横 ミニ列車のりば
【開催時間】
①10：30～12：00／②13：30～16：30
【参 加 料】
無料 ※要入館料
【参加方法】
開催場所までお越しください。
※満席になり次第、随時運転します。
※雨天時は中止します。

▲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。

ご好評につき第２弾の発売決定！

セブンチケット限定：新快速 50 周年記念グッズ付き入館券を発売！
大変ご好評をいただいた、第１弾のクリアファイルに引続き、
第２弾として、新快速 50 周年を記念した当館オリジナルデザインの
定規とボールペンのセット引換券が付いた前売入館券を、数量限定で
発売します。
【発売箇所】
全国のセブンイレブン
(店頭のマルチコピー機でお買い求めください)
【発売開始】
2020 年 10 月 24 日(土) 午前０:00 から
※引換は京都鉄道博物館にて、11 月１日(日)10:00 から ▲オリジナルデザインの定規・ボールペン
【発売数量】
500 セット限定
※売切次第、終了します。
【発売価格】
入館料金(通常)+600 円(税込)
大学生
中学生
一般
※幼児の設定はありません。
高校生
小学生
発売価格
※大学生・高校生(専門学校・短期大学・高専を含む)・中学
1,800 円
1,600 円
1,100 円
生の方は、ご入館の際に学生証のご提示が必要です。
お問合せ先
■京都鉄道博物館・オリジナルグッズに関するお問い合わせ
京都鉄道博物館 TEL:0570-080-462 (毎営業日：10 時～17 時 30 分)
■セブンチケットに関するお問い合わせ
セブンチケットコールセンター TEL:0077-787-711 (年中無休：８時～23 時)

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場所がございます。
・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コードで登録をお願いします。
※詳細は当館公式ＨＰをご覧ください。
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