
１ オープニングセレモニー概要 

時間：2019 年５月 25 日（土）9時 15 分～9時 30分

場所：大宮駅西口イベントスペース 

内容：主催者挨拶ほか 

２ 各会場でのイベント概要

各会場では、さいたま市・JR がそれぞれイベント内容を企画しています。 

   さいたま市のイベント内容は冒頭に☆、今年度初めて実施のイベントは NEW！と記載しています。 

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

① 特急「踊り子号」185 系試乗会  

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、9回の運転を予定） 

※整理券については午前中で配布を終了します。 

② ミニＳＬ・ミニ新幹線・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。 

③ 車両展示、メンテナンス作業実演  

電気機関車 EF81-139、EF65、カヤ 27-501 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。 

ミニＳＬ 遊覧列車 

 EF81-139 

ミニ新幹線（写真は E7 系 ） 

 カヤ 27-501 車両メンテナンス作業実演 

別紙



 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。

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      600 円（税込） 

・懐かしの食堂車カレー     700 円（税込） 

・はちくまライス          700 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 ふれあいフェア記念弁当、鉄道グッズ等の販売

    ふれあいフェア限定の記念弁当（和風・洋風）を販売します。

    各種鉄道グッズ等の販売もいたします。

  ⑦ ☆おおみや市民吹奏楽団によるランチタイムコンサート（12 時 45 分～）

場所：車両センター会場食堂、入場料：無料

  ⑧ ☆イベント限定の鉄道クリアフォルダを先着 3,000 名に無料配布

    場所：車両センター会場さいたま市ブース

（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）】 

① ミニ新幹線（E6 系）運転（※受付時間 15 時 45分まで） 

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 ☆新幹線沿線地域などの物産展や観光 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。 

③ ☆地元商店会などによる飲食や物販 

大宮ナポリタン会や地元商店街による飲食、物産の販売をします。 

④ ☆まるまるひがしにほん（東日本連携センター）内イベント NEW！

市内のスイーツ店などによる「さいたまスイーツミニフェア」を実施します。 

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 

はちくまライス 

ミニ新幹線（E6系）運転 

ふれあいフェア記念弁当（和風）



⑤ ☆ステージイベント 

銀座通りに特設ステージを作り、大宮周辺で活動するアーティストによるライブを実施します。 

⑥ ☆よしもと占いの館 NEW！

お笑い芸人による占いコーナーを実施します。 

【大宮駅構内イベント（東西連絡通路）】 

① 大宮駅てつどう屋台コーナー（10時 00 分～15 時 00 分） NEW！

お子さま向けに、ピンボールや輪投げイベントを開催します。 

また、駅構内店舗「コラソンカフェ」にて、駅社員考案の 

パンケーキご注文で大宮駅マスコットキャラクターの 

「まめお・まめこチャーム」がもらえます。 

※チャームはどちらかひとつになります。 

※イベント参加でコラソンカフェ割引券がもらえます。 

② ☆さいたま市 PRコーナー（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（10時 00 分～16 時 00 分） 

鉄道博物館のパネル展示を行います。 

④ ☆鉄道風景写真展（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）の上位受賞作品を展示します。 

（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）  

・こども駅長制服撮影会（10時 00 分～15 時 00 分）

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。 

・☆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 

   お笑い芸人や大宮で活躍する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、「新幹線変形ロボ シンカリオン」クイズ大会も実施します。

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エア遊具を設置します。 

③ ☆Ｎゲージ運転体験 NEW！（ＤＯＭ 1 階 モール特設コーナー 10 時 00分～16 時 00 分）

本格的コントローラを使ったＮゲージの体験運転ができます。 

※運転体験の参加には整理券が必要です。詳細はさいたま市のホームページなどでお知

らせします。 

パンケーキ 

※写真はイメージです 



  ④ ☆鉄道市 NEW！（ＤＯＭ 1 階 モール特設コーナー 11 時 00 分～16 時 00 分） 

     東急ハンズ大宮店とタイアップし、鉄道グッズの販売を行います。 

３ スタンプラリーの実施 

各会場と鉄道博物館に５つのスタンプを設置します。うち３つのスタンプを集めていただくと、先

着 5,000 名様にオリジナル自由帳をプレゼントします。 

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

（２）スタンプ設置箇所（予定） 

① 車両センター会場 

② 東口まちなか・大宮駅構内会場 銀座通り 

③ 西口まちなか会場 ＪＡＣＫ大宮南側広場 

④ 西口まちなか会場 ＤＯＭ１階モール特設コーナー 

⑤ 鉄道博物館 

（３）スタンプラリーの流れ  

① ＪＲ東日本の首都圏の主な駅で専用パンフレットを入手してください。

② スタンプ設置箇所を巡っていただき、３つのスタンプ（※）を集めてください。 

※「車両センター会場」と「東口まちなか・大宮駅構内会場 銀座通り」のスタンプは必須です。残り 1 つ

のスタンプは必須のスタンプ以外でお好きな箇所のスタンプを集めてください。 

※鉄道博物館のスタンプは、館内エントランスゲート付近にあります。別途入館料が必要です。 

（一般 1,300 円、小中高生 600 円、幼児（3歳以上未就学児）300 円） 

③ ３つのスタンプを専用パンフレットに押印し、鐘塚公園内の特設ブースへお越しください。 

④ 先着 5,000 名様にオリジナル自由帳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、パレスホテル大宮レストランお食事券、オリジナルタンブラー）をプレゼントします。 

４ 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 22 日（水）～5月 31 日（金）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すると、ＱＲコード付キャンペ

ーンカードがもらえます。ＱＲコードを読み込んで当選すると、素敵な賞品（鉄道博物館ナイト

ミュージアムへのご招待など）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。 

※キャンペーンカードの配布は無くなり次第終了です。 

（２） 鉄道博物館オリジナルグッズプレゼント 

車両センターで配布されるイベントマップの半券を鉄道博物館に持参していただいたお客さま

に、「鉄道博物館オリジナルグッズ（非売品）」をプレゼントします。 

※オリジナルグッズはなくなり次第、配布終了です。 

※オリジナルグッズの受け取りには、別途入館料が必要です。 

オリジナル自由帳 

※デザインはイメージです



５ 交通規制の実施

イベントの実施にあたり下記の場所を交通規制します。 

大宮駅東口銀座通り ７：００～１８：００

※各イベント内容は変更になる場合があります。 

※画像はすべてイメージとなります。

大宮駅東口銀座通り

交通規制区間 ７：００～１８：００

大宮駅 


