
メインイベントin

藤が丘工場

車両工場ならではの大迫力！
体験・展示・販売などがいっぱい！

電車の吊
り上げ実

演 電車と
綱引き

（対象：小学生以下）

お絵か
きバス

（対象：小学生以下

  各回人数限定/整理券が必要）

ここだけ
でしか

体験で
きない

楽しいイ
ベントが

盛りだく
さん！

地下鉄開業60周年記念

60年の想い つなげる未来へ

名古屋市営地下鉄

私たちは、地下鉄開業60周年記念事業を応援しています。

11/5●日
平成29年

10：00～15：00
会場：名古屋市交通局 藤が丘工場（雨天決行・荒天中止）

入場・参加費無料（販売等一部有料ブースを除く）

電車運
転台乗

車体験

名古屋市交通局

地
下
鉄
東
山
線

入口
藤が丘駅東

藤が丘駅南

藤が丘北

藤が丘駅

名古屋藤丘郵便局

藤が丘小学校

イベント会場
（藤が丘工場）

●ご来場の際は市バス・

地下鉄をご利用くださ

い。 会場及び周辺には

駐車場・駐輪場がござい

ませんので、お車及び自

転車でのご来場は固く

お断りいたします。

※藤が丘駅南改札を出て

　東へ進む。 徒歩5分

●小学生以下のお子様は必ず保護者のご同伴をお願いいたします。

●イベント内容は天候その他やむを得ない事情により変更・中止となる場合があります。

●歩きやすい靴、服装でお越しください。

●掲載している写真は過去のイベントの様子です。

このチラシは古紙パルプを含む再生紙を使用しています。



地下鉄開業60周年記念

お問い合わせ先　  名古屋市交通局 ●乗客誘致推進課  TEL.052-972-3816   FAX.052-972-3817

●当日の連絡先  TEL.080-6940-3308 （9：00～15：00）

●詳しくは地下鉄駅等で配布しているチラシ及び

　交通局ウェブサイトをご覧くだし。
お問い合わせ先  名古屋市交通局 ● 乗客誘致推進課  TEL.052-972-3816   FAX.052-972-3817

● 当 日 の 連 絡 先  TEL.080-6940-3308 （9：00～15：00）

●詳しくは名古屋市交通局ウェブサイトを

　ご覧ください。

家族で楽しめるイベントや展示、販売がもりだくさん！

体 験

市バス
イベント

● 電車の吊り上げ実演

● ５０００形車両の展示
平 成 2 7 年 8 月に引 退した東 山 線

5000形車両が久々に登場！

● 交通局オリジナルグッズの販売
60周年記念グッズをはじめとする交通局オリジナルグッズを販売します！当日

イベント会場でお披露目するシリアルナンバー入りスマートフォンケースに注目！

● 地下鉄部品の販売

● 地下鉄×リラックマ 初コラボ！

鉄道ファン必見！地下鉄車両等から取り外した
部品を販売します！掘り出し物、きっとあります。
※販売内容に関するお問合せにはお答えできません。

祝６０周年！今までないグッズを発売！！お楽しみに！

● 学生連携事業ＰＲブース
①交通局に関する市内大学の学生か

らのアイデアをパネルで紹介！

②上前津駅構内に出店予定のベーカ

リーショップがおいしいパンを販売し

ます！

● 車輪削正作業の紹介
作業の様子を収録した解説付き映像を

車輪旋盤（車輪を削る機械）実機の横

でご覧ください。

● 定期検査作業風景の紹介

● 電車を下から見てみよう！
普段は見えない、知らない、車両の裏

側をお見せします！

● 電車と綱引き
みんなで力を合わせて本物の電車を引っ張

ろう！

● 鉄道ジオラマの展示
小さくてもリアル!!Ｎゲージ鉄道模型を

展示します。

● 大型保守用機械等の展示
縁の下の力持ち！地下鉄の安全を支え

る保守用機械・工具を展示します！

● 地下鉄部品手作り品の販売

● 車両装置・部品の展示
地下鉄車両の装置や部品を展示し、

工場職員による解説を行います！

【時 間】

①11：00～  ②13：00～ ③14：00～

● 台車組立実演
地下鉄車両の台車を組み立てる様子

を見学できます。

【時 間】

①10：30～ ②12：30～ ③13：30～

● 軽食販売コーナー

展 示

特設ホームから乗車。シャワーとブラシできれ

いになっていく電車を車内から体験しよう！

約15分毎に発車

● カーウォッシャー
   乗車体験

大型クレーンを使って、車両が持ち上がった

り、移動したりの大迫力をお楽しみください。

メインイベントin藤が丘工場

● お絵かきバス
バスの車体に絵を描こう！実

際に市内のどこかを走るよ！

■整理券配布時間 10：00～  全４回分一括で配布

【実施時間】 ①10：30～ ②11：00～ ③13：00～ ④14：00～

　　　　　 ※各回30名限定

● 電車運転台

　 乗車体験
運転士しか入ることができない乗務員室に今日

だけご招待！ 制帽を被って記念撮影しちゃおう！

● キッズわくわく制服体験
　 （地下鉄）

制服を着て地下鉄パネルの

前で写真を撮ろう！

小学生
以下

対象

● おもちゃの電車が走る!!
　 通報体験
　 コーナー

模擬試験機を使用した「戸閉体験」、本

物の通報装置での「非常通報体験」、主

幹制御器（通称：マスコン）での「おもち

ゃの電車運転体験」と、模擬運転指令

室との「列車無線通話体験」ができる！

「おもちゃの電車運転体験」
①10：00～　先着10名（整理券なし）

②12：00～　12名（整理券あり）

③14：00～　12名（整理券あり）

「列車無線通話体験」
①11：00～　15名（整理券あり）

②13：00～　15名（整理券あり）

※整理券配布は原則、開催１時間前
※お1人につき1枚まで

小学生
以下

対象
整理券
が必要

小学生
以下

対象

整理券
が必要

● ふれてびっくり
　 体験コーナー

引退した5000形の自動放送装置や連

結機の操作体験、車掌マイクを使った

放送体験に感動！

小学生
以下

対象

● 制服を着て バス模型
　 機器操作体験（バス）

交通局職員自作のイベントマシン（ＥＭ－１）

を使い、市バス運転席の機器操作を疑似体

験！制服を着て市バス運転士気分を味わおう！

小学生
以下

対象

販 売
キッズ
コーナー

交流・PR
コーナー

● マナカPRブース
交通局のＩＣカード「マナカ」の利用促

進に関するＰＲを行います。当日、マナ

カを利用して市バス・地下鉄で会場ま

でお越しいただいた方には記念品を

プレゼントします！

● 交通局自主研究グループ
①なごや市バス・地下鉄応援寄附金　

　のＰＲ及び申込受付を行います！

②市バス・地下鉄の分かりやすい案　

　内に関する研究内容を発表します！

● マスコットキャラクター
　 グリーティング

名古屋市交通局の「ハッチー」に加え、

でらスポ名古屋加盟のスポーツチーム

のマスコットキャラクターも出演予定！

● 「Nagoya POP UP
　 ARTIST」パフォーマンス

まちとアーティストがコラボする「ナゴ

ヤポップアップアーティスト」が魅せる

パフォーマンスをお楽しみください。

【出演アーティスト（音楽）】 （予定）
・森本 章裕 ・せき ともこ

・Koji Koji Moheji ・もやもやラジオなど

● 「でらスポ名古屋」交流ブース
でらスポ名古屋に加盟する「名古屋

グランパス」「名古屋オーシャンズ」

「NGUラブリッジ名古屋」「名古屋ダ

イヤモンドドルフィンズ」「豊通ファイ

ティングイーグルス名古屋」が登場！

キックターゲット（サッカー）

10：00～11：00　12：00～13：00

14：00～15：00

※各回先着30名

シュートチャレンジ（バスケ）

11：00～12：00　13：00～14：00

※各回先着30名

フットサルクリニック

11：00～12：00　13：30～14：30

※1時間前から受付開始

※各回先着30名

地下鉄・市バスのペーパー

クラフトやぬりえに挑戦！

ぬりえは缶バッジにしてお

持ち帰りもできます。

小さなお子様
でも安心。

小学生
以下

対象

材料費
200円

有料● NAGOYA学生キャンパス「ナゴ校」
　　～エッグキャンドルを作ろう！～

カラフルな卵キャンドルにお絵かきをして、世界に１つしかない
オリジナルキャンドルを作ろう！

● 学生連携事業
　ＰＲブース

①交通局に関する

　市内大学の学生による

　アイデアをパネルで紹介！

②上前津駅構内に出店予定のベーカ

   リーショップがおいしいパンを販売

   します！

小学生
以下

対象

不用となり、取り外した地下鉄車両部品を加工、見事に実用品に

生まれ変わります。希少価値も高く、実用的な品々は一見の価値あり！

小学生以下のお子様の各種イベントへのご参加は安全のため、必ず保護者の方のご同伴が必要です。

11/5●日
平成29年

10：00～15：00
 会場：名古屋市交通局 藤が丘工場（雨天決行・荒天中止）

入場・参加費無料（販売等一部有料ブースを除く）


