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ＪＲ九州では、九州鉄道記念館を会場に 11 月 12 日（土）～13 日（日）の 2 日間、「秋のフ

ァミリーフェスタ 2016」を開催いたします。お子さまに大人気のキャラクターショーをはじめ、

ＪＲ九州の特急列車の車両公開や鉄道のお仕事体験企画など、鉄道が大好きなお子さま、ご家

族にお贈りする特別な 2 日間です。秋の行楽シーズンに、九州鉄道記念館へお出かけ下さい！ 

 

 

   

 

 

 

■開催日時     平成 28年 11月 12日（土）～13日（日）   

                9：00～17：00  ※入館は 16：30 まで   

 

■場    所     九州鉄道記念館  （北九州市門司区清滝２-３-９） 

 

■主な内容   ステージイベントに集まれ！ 

動物戦隊「ジュウオウジャー」キャラクターショー 

  

本物の特急列車の運転席に座ろう！  

                 ～783 系 ハイパーサルーン～ 

                 特急列車の運転士になった気分で写真を撮ろう！ 

                               

               鉄道のお仕事体験！（対象：小学生までの親子） 

 車掌編  ～門司車掌区の現役車掌と一緒に車掌体験（定員制） 

 運転士編 ～運転士の訓練用シミュレーターを体験（定員制） 

                 

               きかんしゃトーマス ふわふわ（遊具） 

         

鉄道オリジナルグッズがもらえるクイズラリー！ 

                

※イベントには、九州鉄道記念館入館料が必要です。 

  大人 300 円、中学生以下 150 円 

他にも、クイズラリーやグルメコーナーなど、楽しいイベント盛りだくさん！ 

イベントの開催時間等の詳細や新たな情報は、九州鉄道記念館ホームページをご覧ください。 

URL http://www.k-rhm.jp/ 

 

 

 

 

http://www.k-rhm.jp/


開催日時

9:00～17:00
11/12●▶13●土 日

（入館は16：30まで）

※写真は全てイメージです。
※イベントの内容は予告なく変更・中止する場合がございます。予めご了承ください。※入館料は必要です。

写真は全 イメ ジ す

関門海峡
ミュージアム

北九州銀行

URL http://www.k-rhm.jp/TEL 093-322-1006
https://www.facebook.com/k.rhm.jpFacebook

◎4歳未満は無料 団体は30名様以上です。
※「北九州市年長者施設利用証」「福岡市シルバー手帳」「下関市健康手帳」を
　お持ちの方は2割引き（240円）です。
※北九州市在住で「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」
　「戦傷病者手帳」をお持ちの方は無料です。

個人300円/団体240円

入館料
大 人

個人150円/団体120円
中学生以下

他にもあります！
楽しい企画

※各イベントの開催日時等は
　九州鉄道記念館ホームページをご覧ください。

鉄道のお仕事
体験ができるよ！

1回目 11：30～ 2回目 14：30～
本館前イベントステージ

日時

場所

11/12●▶13●土 日

中央ゲート前

子どもたちに大人気の
エアートランポリン

が会場にやってきます。

日程
場所
11/12●▶13●土 日

特急列車の運転席で
写真撮影ができるよ！！
11/12●・13●土

10:00～16:00
※状況により受付終了することがあります。

日

783系ハイパーサルーン783系ハイパーサルーン
※イメージ

運転シミュレーターや
車掌のお仕事体験が

できるよ！

運転シミュレーターや
車掌のお仕事体験が

できるよ！ グルメコーナー
も充実! プレゼントが

もらえるクイズラリー
を開催！！

動物戦隊ジュウオウジャー
ショー

動物戦隊ジュウオウジャー
ショー

観覧無料
参加無料

■九州鉄道記念館 秋のファミリーフェスタ 2016／表　A4（W210×H297mm）　4C 



くろちゃん ※写真は全てイメージです。カエルくん

蒸気機関車「C591」の
運転台公開

グルメコーナー 南阿蘇鉄道復興（熊本地震復興支援）

ハイパーサルーンでおなじみの特急列車
783系がやってくる！ お子さま用の制服を
着て、記念撮影もできるよ。

たくさん遊んでおなか
がすいても大丈夫。お
いしいグルメをたくさ
ん準備しているよ！

「南阿蘇鉄道 希望の光 復興祈願きっぷ」の販
売や、南阿蘇鉄道×くまモンコラボTシャツ（子
ども服）などオリジナルグッズを限定販売。
グッズを買って南阿蘇鉄道を応援しよう！

本物の圧力計やブレーキ弁を直接見る
ことができるよ。

783系車両撮影会・
運転台公開

車掌さんのお仕事をやってみたい子
集まれ ！ 現役の車掌さんが、安全確
認、車内放送、車内改札のお仕事を本
物の展示車両を使ってやさしく教えて
くれるよ。

10:00～/13:00～

鉄道のお仕事体験
～車掌編～

4歳～小学生

各時間ともに先着30名様限定

みんなが憧れる列車の運転士さ
んの体験ができるよ。
運転士さんが実際に訓練に使用
する運転シミュレーターで、列
車の運転の基本を学ぼう！

11/12（土）・13（日）
9：30～/13：30～

鉄道のお仕事体験
～運転士編～

4歳～小学生の親子

定員制

11/12（土）・13（日）日 程

対象年齢

受付時間

日 程

対象年齢

受付時間

11/12（土）・13（日）
9:00～17:00

11/12（土）・13（日）
①10:00～　②12:00～
③14:00～　④15:30～

※商品内容は変更する場合がございます。

車両展示場横
10：00～16：00
11/12（土）・13（日）日 程

時間
場所

毎年、多くの参加者でにぎわう、地元ダン
ススクールによるキッズダンスステージ。
ぜひ見に来てね。

キッズダンスステージ

本館前イベントステージ
①10:30～　②13:30～
11/12（土）・13（日）日 程

時間
場所

日 程
時間

日 程
時間

熊本地震復興支援）

販
子
。

入館料

提示するだけ！

■２枚きっぷ・４枚きっぷ

特急自由席1,440円

3,810円

2,520円

1,540円
2,370円
4,420円
3,650円
2,980円

3,080円
4,740円
8,840円
7,300円
5,960円

5,760円

15,240円

10,080円
●ご乗車前に駅の窓口等であらかじめお買い求めください。（列車内では発売しておりません）●指定席タイプの｢2枚きっぷ｣｢4枚きっぷ｣でピーク期（3月21日～4月5日、
4月28日～5月6日、7月21日～8月31日、12月25日～1月10日）に指定席をご利用の場合は、指定する列車ごとに指定料金券が必要です。なお、自由席をご利用になる場合
は、追加料金は必要ありません。●自由席タイプの｢2枚きっぷ｣｢4枚きっぷ｣で指定席をご利用になる場合は指定料金券を、グリーン車をご利用になる場合はグリーン料金券
を、指定する列車ごとにお買い求めください。●山陽新幹線など本州方面へのきっぷを足して発売することはできません。●未使用で有効期間開始前または有効期間内に
限って、当社が別に定める額を払いもどします。（ただし、払いもどし額がない場合もございます）●下関までご乗車の場合は、門司～下関間のきっぷが別途必要です。●途中
下車はできません。　※1新幹線はご利用になれません。

共
通
の
ご
案
内

※1

特急指定席
※1

ご利用列車ご利用区間 ２枚きっぷ
おねだん おねだん 1枚あたり

４枚きっぷ
1枚あたり

（こども半額）

※ＪＲでお越しの方は、九州鉄道
記念館の窓口でＪＲ券（ＩCカード乗
車券は「ＳＵＧＯＣＡ」（スゴカ）のみ
対象）をご提示ください。入館料
20％OFFでご入館いただけます。

便利でおトクな割引きっぷ
有効期間：1ヶ月 有効期間:2ヶ月

博　 多
佐　 賀
長　 崎
佐 世 保
大分・別府

門　司　港

北九州市内
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