
令和3年度新潟市新津鉄道資料館主催事業報告 

No 期日 時間帯 事業名 会場 事業内容 参加者数 

1 4月10日(土) 
～5月17日(月) 

9：30～ 
17：00 

多目的スペース展示 
「蔵出し鉄道パネル」 多目的スペース リニューアル前の当館で展示されていた懐かしの展示パ

ネルを紹介しました。（蒸気機関車駆動装置模型など） 
 

2 
4月24日(土) 
～25日（日）、 
4月29日(木・祝) 

10：00～ 
16：00 鉄道模型走行会 企画展示室 Ｎゲージの鉄道模型走行会を開催しました

（4/24,4/25,4/29新潟趣味鉄振興会)。  

3 
4月25日(土)、 

5月2日（日） 
5月5日(水・祝) 

10：00～ 
15：00 実物車両公開事業 屋外展示場 4/25,5/2,5/5 の3日間、485系電車の運転席・客席を公開

しました（予約制各26組）。 
 
 

4 5月１日(土) 
～3日(月・祝) 

10：00～ 
16：00 鉄道模型走行会 企画展示室 ＨＯゲージの鉄道模型走行会を開催しました（新潟エンド

レスクラブ)。  

5 5月4日(火・祝) 
～5日(水・祝) 

10：00～ 
16：00 鉄道模型走行会 企画展示室 ＨＯゲージの鉄道模型走行会を開催しました（Top 

Number Club)。  

6 5月23日(日) 10：00～ 
15：00 実物車両公開事業 屋外展示場 485系電車の運転席・客席を公開しました（予約制26組）。  

7 6月5日(土)  
～7月26日（月） 

10：00～ 
15：00 

多目的スペース展示 
「魅惑の鉄道切符」 多目的スペース 当館が所蔵している鉄道切符コレクションを展示しまし

た。  

8 6月5日(土) 
～7月7日(水) 

9：30～ 
17：00 鉄道七夕まつり パノラマ展示室 七夕飾りを展示し、鉄道オリジナル短冊を用意し、自由に

書いて飾ってもらいました。七夕クイズも開催。 
応募枚数 568
枚 

9 6月27日(日) 10：00～ 
15：00 実物車両公開事業 屋外展示場 485系電車の運転席・客席を公開しました（予約制26組）。  

10 7月10日(土)  
～7月11日(日) 

9：30～ 
17：00 七夕列車公開 屋外展示場 七夕の短冊を 115 系電車の車内に飾り付けました（ボラ

ンティア企画）。  

11 7月10日(土) 
～8月23日(月) 

9：30～ 
17：00 トイトレインレイアウト パノラマ展示室 休止中のパノラマ展示室「キッズコーナー」を活用し、コ

ンパクトなレイアウトとしました。  

12 7月17日(土) 
～18日(日) 

10：00～ 
16：00 鉄道模型走行会 企画展示室 N ゲージの鉄道模型走行会を開催しました（新潟モジュ

ールレイアウトクラブ。  
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No 期日 時間帯 事業名 会場 事業内容 参加者数 

13 7月17日(土) 
～8月30日(月) 

9：30～ 
17：00 鉄道資料館クイズラリー 館内・敷地 夏休み期間に家族連れ等に楽しんでもらえるよう、例年の

館内でのスタンプラリーに変え実施しました。  

14 7月25日(日) 10：00～ 
15：00 実物車両公開事業 屋外展示場 485系電車の運転席・客席を公開しました（予約制26組）。  

15 8月7日(土) 
～10月11日(日) 

9：30～ 
17：00 館蔵鉄道車両写真Ⅳ 多目的スペース 当館所蔵している鉄道車両の写真展を実施しました（今回

は新潟県内で活躍したディーゼル機関車・気動車・電車）。  

16 8月7日(土) 
～9日(月・祝) 

10：00～ 
16：00 鉄道模型走行会 企画展示室 Nゲージの鉄道模型走行会を開催しました（八千代N ゲ

ージクラブ)。  

17 8月14日(土) 
～15日(日) 

10：00～ 
16：00 鉄道模型走行会 企画展示室 N ゲージの鉄道模型走行会を開催しました（新潟趣味鉄

振興会)。  

18 8月22日(日) 10：00～ 
15：00 実物車両公開事業 屋外展示場 485系電車の運転席・客席を公開しました（予約制26組）。  

19 8月28日(土)  
～29日(日) 

10：00～ 
16：00 親子鉄道模型工作教室 新津地域学園 2日間かけて親子で本格的なNゲージサイズのジオラマ

を作製しました。 参加2組４名 

20 9月17日(金) 
～11月8日(月) 

9：30～ 
17：00 

特別展 
「瀬古龍雄鉄道写真展Ⅱ ―新

津・新潟の蒸気機関車―」 
企画展示室 瀬古龍雄氏の鉄道写真展の第二弾として、 新潟県内の蒸

気機関車にテーマを絞った特別展を開催しました。  

21 9月20日(月祝) 14：00～ 
16：00 

特別展関連企画「鉄道まち歩

き」新津編 新津駅 瀬古龍雄氏の写真を手がかりに新津駅周辺をまち歩きし

ました。 参加6名 

22 9月26日(日) 14：00～ 
16：00 

特別展関連企画「鉄道まち歩

き」新潟編 新潟駅 瀬古龍雄氏の写真を手がかりに新潟駅周辺をまち歩きし

ました。 参加4名 

23 9月26日(日) 10：00～ 
15：00 実物車両公開事業 屋外展示場 485系電車の運転席・客席を公開しました（予約制26組）。  

24 10 月１日(金) 19：30～
20：30 

特別展関連企画 
「リモート展示解説会」 

企画展示室より

Zoom 
コロナ禍で来館しづらい遠方の愛好家に向けたリモート

解説会を開催しました。 参加16名 

25 10月17日(日) 14：00～ 
16：00 

特別展関連企画「やさしい蒸

気機関車講座」 屋外展示場 北側屋外展示場のSL C57 19号機を題材に、学芸員・解

説員が、蒸気機関車の構造について解説しました。 参加15名 



No 期日 時間帯 事業名 会場 事業内容 参加者数 

26 
10 月 23 日（土）

～11 月 23 日(火
祝) 

9：30～ 
17：00 鉄×フォトギャラリー 2021 多目的スペース

展示室 

今回のテーマは｢ありがとう、さよならE4系新幹線／思い出に残

る鉄道の写真｣。一般愛好者の写真を募集し，展示，紹介し

ました。 
作品80点 

27 10月24日(日) 10：00～ 
15：00 実物車両公開事業 屋外展示場 485系電車の運転席・客席を公開しました（予約制26組）。  

28 11月20日（水）～

2月4日（金） 
9：30～ 
17：00 トイトレインレイアウト 企画展示室 プラスチック製電車の大型レイアウトを設置しました。  

29 11月28日(日) 10：00～ 
15：00 実物車両公開事業 屋外展示場 485系電車の運転席・客席を公開しました（予約制26組）。  

30 
11月27日（土）

～12月27日

（月） 

9：30～ 
17：00 

パネル展「時刻表タイムトラ

ベル」 企画展示室 昔の時刻表から時代ごとの鉄道旅行の変化を紹介しまし

た。  

31 1月8日（土） 
～2月7日（月） 

9：30～ 
17：00 

参加型企画「新春 鉄道用語

で書初め2022」 多目的スペース 鉄道にちなんだ書初めの作品を募集し，展示しました。 作品243点 

32 2月12日（土） 
～3月14日（月） 

9：30～ 
17：00 新収蔵品展 多目的スペース リニューアル後に寄贈等で収集した資料を展示しました。  

33 3月19日(土) 
～20日(日) 

10：00～ 
16：00 鉄道模型走行会 企画展示室 トイトレインの鉄道模型走行会を開催しました（新潟大学

鉄道研究部)。  

34 3月20日（土）～4
月4日（月） 

9：30～ 
17：00 

空想鉄道旅行 プレゼンテー

ション会議（展示） 多目的スペース 「新潟発２泊３日 県庁所在地めぐり」というテーマで企画を募

集しました。会議形式ではなくパネル展示形式としました。 企画2点 

35 3月27日(日) 10：00～ 
15：00 実物車両公開事業 屋外展示場 485系電車の運転席・客席を公開しました（予約制26組）。  

  



令和3 年度 長期事業報告 

No 期日 時間帯 事業名 会場 事業内容 参加者数 

1 4月～ 
（主に土日)  ボランティア事業 新津鉄道資料館 研修を受けたボランティアが鉄道シミュレータ指導や車両公

開事業スタッフとして活動しています。 
登録者数 
21名 

3 4月3日（土) 
～10月31 日（日） 

10：00～ 
16：00 Ｄ51形式ミニＳＬ 南側展示場内 Ｄ51形ミニＳＬ（定員20名)を土・日・祝日、お盆期間中に

運行（料金は小学生以上1人100円）。 

乗車人数 
有料 4,973人 
無料 4,712人 

令和3 年度 新津鉄道資料館共催・協賛等事業報告 

No 
新規 

継続 
期日 事業名 主催団体 主な会場 事業内容 

共催 

協賛 

1 継続 4月～ 新津まちなか鉄道資料館 新光商店街 
中央商店街 

①新光商店街 
②中央商店街 

①Ｃ57動輪の商店街への設置 
②警報機の商店街への設置 共催 

2 継続 4月～ 鉄道友の会新潟支部展示 鉄道友の会新潟支部 新津鉄道資料館 
多目的スペース 

多目的スペース内での展示 
① 4月～7月「思い出のえちごトキめき鉄道・日本海ひ

すいライン」 
② 7月～11月「思い出の北陸新幹線」 
③ 11月~3 月「鉄道友の会新潟支部 設立60 周年記念

展示」 

共催 

 















2021年度アンケート記述（要約） 

◇よかった点・印象 

  展⽰が充実している。実物⾞両をはじめ実物資料が豊富だった 

  国鉄時代の資料が充実していた 

  予想より施設規模、展⽰点数が大きかった 

  新津の歴史を知ることができた 

  親子で楽しめた 

  観覧料が安価だった 

  キャッシュレス対応していた 

  鉄道友の会新潟⽀部の展⽰、鉄道模型団体の⾛⾏会など、外部の団体と協⼒した企画がよか

った 

 

◇改善点・要望 

  ミニSLを周回コースにして欲しい 

  ミュージアムショップの充実 

  キッズコーナーを再開して欲しい（コロナ対策で閉鎖中のため） 

  実物⾞両の中も⾒たい（⽉１回の観覧⽇しか観覧できないため） 

  施設の⽼朽化。エレベーターがない。階段が急すぎる。 

  バスが少ない。駅から遠い（新潟交通観光の減便の影響もあり） 

  リニューアル後の変化が少ない（情報の更新が必要） 



※事業名・期間等は変更の可能性あり

月 03.調査・研究 04.教育・普及 05.その他

A企画展示室 B多目的スペース CミニSL Dその他イベント 事業名 事業名 事業名 事業名 事業名

鉄道模型走行会①
（4/23～24）

ボランティア集会①
（通年）にいつ鉄道商店街の
物販

実車客室・運転席公開（5/1～5）

鉄道模型走行会③
（5/3～5）

実車客室・運転席公開（5/22）

鉄道七夕まつり
（6/4～7/7）

実車客室・運転席公開（6/26)

鉄道資料館クイズラリー（7/16～8/31）

親子鉄道模型工作教室（予定）

 鉄道模型走行会⑦（9/17～19）

実車客室・運転席公開（9/25）

実車客室・運転席公開（10/23）
にいつ鉄道まつり（予
定）

鉄道模型走行会⑧（10/8～10）

鉄道模型走行会⑨
（11/3）

鉄道模型走行会⑩
（11/19～20）

12月
多目的スペース展示

「時刻表タイムトラベル」
（11/26～12/26）

1月
参加型企画「鉄道用語で書初め 2023」

（1/7～2/6）
ボランティア講座①

ボランティア講座②

ボランティア集会②

3月
鉄道模型（トイトレイン）走行会⑪

（3/18・19）
空想鉄道旅行プレゼンテーション

（3/20～4/3）
設置 実車客室・運転席公開（3/26） ボランティア講座③

トイトレイン
レイアウト

(12/1～2/3）

収
蔵
庫
再
整
理

瀬古龍雄氏資料調査

鉄道文化調査2月
多目的スペース展示「新収蔵品展2023」

（2/11～3/13）

11月 整備・片付け 実車客室・運転席公開（11/27）

鉄道模型走行会⑥（8/13～14）

7月

多目的スペース展示
「館蔵鉄道車両写真4」

（8/6～10/10）

実車客室・運転席公開（8/28）

9月
特別展

「新潟を変えた新幹線―上越新幹線
開業40年―」

（9/10～10/24）10月

鉄×フォト（ギャラリー）
（10/22～11/23）

ボランティア研修会

鉄道模型走行会④
（7/16～18）

ボランティア企画①トイトレインレイアウト
(7/23　～8/31）

実物車両客室・運転席公開
　（7/24）

鉄道模型走行会②
（4/29～5/1）

（通年）ウェルカムボードでの
商店街の案内5月

令和4年度　新津鉄道資料館事業計画

01展示・公開 02.収集・保存

4月

多目的スペース展示
「蔵出し鉄道パネル」

（4/9～5/16）

ミニSL運行

実車客室・運転席公開（4/24）

瀬
古
龍
雄
氏
資
料
の
整
理

（
資
料
整
理
・
目
録
作
成

）

新
規
資
料
の
情
報
入
力

6月

多目的スペース展示
「魅惑の鉄道切符」

（6/4～7/25）

8月

鉄道模型走行会⑤（8/6～7） 鉄道資料館クイズラリー（7/16～8/31）

鉄ぶら抽選会（予定）
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