
 

 

 

２０１１年１０月１８日 

小学生を対象とした体験型イベント「とうきゅうキッズプログラム」を開催します 

電車の車掌体験やケーキ作り、ホテルマン体験など、冬の休日に親子で参加できる２３コースをご用意

１０月１８日（火）から参加者を募集！参加費は無料！ 

東急グループ 

 

東急グループでは、２０１１年１２月から２０１２年１月にかけて、小学生のお子さまを対象に、親子で一緒に職業体験

や施設見学、ものづくりなどのプログラムにチャレンジしていただける体験型イベント「とうきゅうキッズプログラム」を、

各社の施設で開催します。いずれも参加費は無料です。 

 

このイベントは、お子さまに保護者の方と一緒に、さまざまなプログラムを通じて社会体験をしていただくとともに、 

生活に密着した幅広い分野で事業を展開する東急グループへの理解を深めていただくことを目的に開催しているもの

で、５度目の開催となります。今回は電車の車掌体験など、全２３コースで開催します。 

 

参加者（全コース合計で３９８組７９６名）を２０１１年１０月１８日（火）から１１月１４日（月）まで募集します。参加を希望

される方は、ホームページ（http://tokyugroup.jp/）内の応募フォーム、専用応募はがき（東急グループ各社の主な事業

所や東急線各駅で配布するチラシの一部）、郵便はがきのいずれかでお申し込みいただきます。応募多数の場合は抽

選となります。 

 

東急グループでは、東急線沿線にお住まいの皆さまに、「東急」に親しみを感じていただけるよう、こうしたイベントや

コンサートなど、さまざまなコミュニケーション活動を行っています。 

  

「とうきゅうキッズプログラム」の概要および応募方法などの詳細は、別紙のとおりです。 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

 

「とうきゅうキッズプログラム」の概要および応募方法 

 

 

○名     称  「とうきゅうキッズプログラム」 

○主催 ・ 企画  東急グループ 

○開 催 期 間  ２０１１年１２月～２０１２年１月（詳細は別紙２をご参照ください） 

○対      象  小学生のお子さま（１名）とその保護者（１名）のペア 

○参 加 費  無料 

○コース内容  全２３コース（詳細は別紙２をご参照ください） 

○募 集 人 数  全コース合計で３９８組７９６名（詳細は別紙２をご参照ください） 

○募 集 期 間  ２０１１年１０月１８日（火）から１１月１４日(月）まで 

○応 募 方 法  次のいずれかの方法によりご応募いただきます。 

ご応募はお子さまおひとりにつき、１コースのみとさせていただきます。 

 

①インターネットによる応募 

ホームページ（http://tokyugroup.jp/）の応募フォームからお申込みください。 

 

②郵送による応募  

専用応募はがき（東急グループ各社の主な事業所や東急線各駅で配布するチラシの一部）、 

または郵便はがきに郵便番号・住所・お子さまと保護者の氏名（フリガナ）・性別・お子さまの学年・ 

電話番号・希望コースをご記入の上、下記の応募先までご郵送ください。 

 

【応募先】〒２２５－０００３ 横浜市青葉区新石川２－５－５ 東急電鉄「キッズプログラム」係 

 

○当選者の発表 

応募者多数の場合は抽選となります。当選者の発表は、１１月２５日（金）までに参加証の発送をもって代えさせて 

いただきます。 

 

○その他 

・お客さまの個人情報は、イベントに関するお客さまへの連絡、応募対象の確認および個人を特定しない統計資料の 

作成のみに使用させていただきます。 

・当日撮影した写真や映像を東急グループの広報活動に使用させていただく場合があります。 

・東急グループ社員および関係者の応募はできません。 

 

 

○お客さまからのお問い合わせ先 

東急お客さまセンター TEL：０３－３４７７－０１０９  FAX：０３－３４７７－６１０９ 

《営業時間》月～金 ８：００～２０：００  土日祝 ９：３０～１７：３０（年末年始等を除く） 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２）       「とうきゅうキッズプログラム」コース内容 

 

Ａ．畑に行って、野菜をいっぱい収穫しよう！ 農業体験／キッズベースキャンプ 

○日  時  ２０１１年１２月３日（土） ８：３０～１７：３０  

○会  場  ＫＢＣ（キッズベースキャンプ）桜新町／ＫＢＣファーム（千葉県君津市）※貸切バスで送迎 

○集合場所  キッズベースキャンプ桜新町（最寄り駅：田園都市線桜新町駅） 

○解散場所  セルリアンタワー東急ホテル前（最寄り駅：渋谷駅） 

○募集人数  ２０組４０名（小学校１～３年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  学童保育施設「ＫＢＣ桜新町」の見学、ＫＢＣファームでの野菜の収穫体験、 

とれたて野菜でバーベキュー、もちつき体験 

※雨天の場合は体験内容が変更となる場合があります。荒天の場合は中止といたします。 

※協力：カズサ愛彩ガーデンファーム  

 

Ｂ．キッズガードマンになって現場に急行せよ！ 警備員体験／東急セキュリティ 

○日  時  ２０１１年１２月３日（土） １０：００～１２：００ 

○会  場  たまプラーザ テラス ゲートプラザ（最寄り駅：田園都市線たまプラーザ駅） 

○募集人数  １０組２０名（小学校１～３年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  現場急行ロールプレイなどの警備員体験、鉄道警備隊による安全講座 

 

Ｃ．僕は！私は！小さなお花屋さん！ クリスマスリースづくり／とうきゅうフローラ 

○日  時  ２０１１年１２月３日（土）  

①１０：００～１２：３０ ②１４：００～１６：３０ 

○会  場  スクール・オブ・リテイルビジネス（東急ストア研修センター）（最寄り駅：田園都市線青葉台駅） 

○募集人数  各回１０組２０名（小学校４～６年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  クリスマスリースづくり、お花の仕入れから商品がお店に並ぶまでのお仕事紹介 

 

Ｄ．君だけのオリジナルＣＤをつくろう！ 技術研究所見学＆体験／東急建設 

○日  時  ２０１１年１２月３日（土） １４：００～１６：００ 

○会  場  東急建設技術研究所 

○集合場所  ＪＲ横浜線・京王線橋本駅  ※橋本駅から会場までは、送迎バスを運行します。 

○募集人数  １０組２０名（小学校４～６年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  無響室での楽器演奏（または歌唱）収録、人工気象室・風洞実験室などの見学 

       ※収録した演奏をもとに仮想空間（音響ホール、教会など）で演奏した響きを再現したＣＤを作成

し、後日郵送します。楽器はお持ちください（電子ピアノのみご用意がございます）。 

 

Ｅ．パティシエ気分を味わおう！ クリスマスケーキ教室／赤坂エクセルホテル東急 

○日  時  ①２０１１年１２月３日（土） １５：００～１７：００ 

        ②２０１１年１２月４日（日）  １５：００～１７：００ 

○会  場  赤坂エクセルホテル東急 １３Ｆ 宴会場（最寄り駅：銀座線・丸の内線赤坂見附駅） 

○募集人数  各回７組１４名  

○内  容  赤坂エクセルホテル東急のパティシエシェフによるクリスマスケーキ教室 

 

Ｆ．でっかいバスの運転士になろう！  バス営業所見学／東急バス 

○日  時  ２０１１年１２月１０日（土） １０：００～１２：００ 

○会  場  東急バス 目黒営業所（最寄り駅：目黒線目黒駅または東横線都立大学駅からバス） 

○募集人数  １０組２０名 

○内  容  バスの運転士のお仕事紹介、アルコールチェック体験、運転席での写真撮影、整備工場見学 

 

 

 



Ｇ．君も将来は工学博士！ 科学実験教室／東京都市大学 

○日  時  ２０１１年１２月１０日（土） １３：００～１５：００ 

○会  場  東京都市大学 世田谷キャンパス（最寄り駅：大井町線尾山台駅） 

○募集人数  １０組２０名（小学校４～６年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  箱カメラづくり（カメラの仕組みを学ぶ） 

 

Ｈ．建築家と夢のおうちをつくろう！ ミニチュアハウスづくり／東急電鉄 

○日  時  ①２０１１年１２月１０日（土） １３：００～１７：００ 

        ②２０１１年１２月１１日（日） １３：００～１７：００ 

○会  場  ハウスクエア横浜（最寄り駅：横浜市営地下鉄中川駅） 

○募集人数  各回１５組３０名 

○内  容 「住まいづくり体験館」にて、装具をつけて“お年寄り・妊婦”体験、理想の家のミニチュア模型づくり 

       ※作品は後日「住まいと暮らしのコンシェルジュ 鷺沼駅前店」に展示します。 

※協力：ハウスクエア横浜、講師：建築家 寺崎悠真 

 

Ｉ．年越しそばを打ってみよう！ そば打ち体験／東急グルメフロント 

○日  時  ２０１１年１２月２５日（日）  

①１０：００～１２：００  ②１４：００～１６：００ 

○会  場  東急グルメフロント本部会議室（最寄り駅：東横線学芸大学駅） 

○募集人数  各回５組１０名（小学校４～６年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  そばの歴史や道具のお話、そば打ち体験、試食会   

 

Ｊ．電車づくりの博士になろう！ 車両製造工場見学／東急車輛製造 

○日  時  ２０１１年１２月２６（月）１０：００～１２：００ 

○会  場  東急車輛製造横浜製作所（最寄り駅：京急線金沢八景駅） 

○募集人数  １５組３０名（小学校４～６年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  鉄道車両の生産過程、歴史博物館・産業遺産指定車両（東急５２００系・東急７０００系・０系新幹線） 

の見学 

 

Ｋ．電車のヒミツをのぞいてみよう！ 車両整備工場見学／東急電鉄 

○日  時  ２０１１年１２月２６日（月） １４：００～１６：００ 

○会  場  長津田車両工場（最寄り駅：こどもの国線恩田駅） 

○募集人数  ５０組１００名  

○内  容  ＤＶＤ観賞（電車の健康診断）、工場内見学（クレーンによる電車吊り上げ作業、電車の車輪やモー

ターなど） 

 

Ｌ．電車の車掌さん＆駅員さんになってみよう！ 運転シミュレーター・駅係員体験／東急電鉄 

○日  時  ２０１１年１２月２８日（水） １０：００～１２：３０ 

○会  場  東急教習所、育成センター（最寄り駅：東横線・目黒線元住吉駅） 

○募集人数  ２０組４０名 

○内  容  車掌養成用の運転シミュレーターを使った車掌体験（東急教習所）、駅務機器の見学・体験（育成セ

ンター） 

 

Ｍ．コンサートを一緒につくろう！ ニューイヤーコンサートのお仕事体験／Bunkamura 

○日  時  ①２０１２年１月２日（月・祝） １３：４５～１７：３０ 

       ②２０１２年１月３日（火）   １３：４５～１７：３０ 

○会  場  Bunkamura（最寄り駅：渋谷駅） 

○募集人数  各回５組１０名 

○内  容  ２０１２年幕開けとなる華やかな公演で、お客さまのご案内やステージ上でのプレゼンターを体験 

※協力：財団法人東京フィルハーモニー交響楽団 



Ｎ．プレゼントの達人になろう！ ラッピング教室／東急百貨店 

○日  時  ２０１２年１月７日（土） １０：３０～１２：００ 

○会  場  東急百貨店 本店７階 会議室（最寄り駅：渋谷駅） 

○募集人数  １２組２４名（小学校３～６年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  いろいろなかわいいリボンを使った、ラッピングアドバイザーによるプレゼントのラッピング教室 

※協力：東京リボン株式会社、講師：小松真由子 

 

Ｏ．世界にひとつだけのケーキをつくろう！ バレンタインケーキ教室／東急ストア 

○日  時  ２０１２年１月９日（月・祝）  

①１０：００～１２：００ ②１４：００～１６：００ 

○会  場  スクール・オブ・リテイルビジネス（東急ストア研修センター）（最寄り駅：田園都市線青葉台駅） 

○募集人数  各回１０組２０名 

○内  容   ２月１４日のバレンタインデーにご家庭で実践できるケーキづくり教室 

※協力：タカナシ販売株式会社 

 

Ｐ．テレビキャスターやラジオＤＪになろう！ スタジオ見学／イッツコム＆ＦＭサルース 

○日  時  ２０１２年１月９日（月・祝） ①１０：００～１２：００  ②１４：００～１６：００ 

○会  場  イッツ・コミュニケーションズ放送センター（最寄り駅：田園都市線市が尾駅） 

○募集人数  各回２０組４０名 

○内  容  イッツコムメインスタジオ・ＦＭサルースラジオスタジオ・サブコントロールルームの見学、 

キャスター・カメラマン・クロマキー（合成技術）・ラジオＤＪの体験 

 

Ｑ．かわいいたまご型の動物キーホルダーをつくろう！ クラフト教室／東急ハンズ 

○日  時  ２０１２年１月９日（月・祝）  

①１０：１５～１１：１５  ②１１：３０～１２：３０ 

③１４：００～１５：００  ④１５：１５～１６：１５ 

○会  場  東急ハンズ渋谷店 特設会場（最寄り駅：渋谷駅） 

○募集人数  各回４組８名 

○内  容  いろいろな動物の“たまご型キーホルダー”づくり 

       ※たまご型のカプセルに毛糸をぐるぐる巻いてつくります。 

 

Ｒ．たのしく遊べる木製コリントゲームをつくろう！ 木工教室／東急ハンズ 

○日  時  ２０１２年１月９日（月・祝）  

①１０：１５～１２：１５  ②１４：００～１６：００ 

○会  場  東急ハンズ渋谷店 特設会場（最寄り駅：渋谷駅） 

○募集人数  各回５組１０名（小学校４～６年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  玉をバネではじいて遊ぶ“木製のボードゲーム”づくり 

       ※木の板に釘を打ったり、接着したり、楽しくつくります。 

 

Ｓ．ホテルマンになっておもてなし！ 料理教室＆サービス体験／ザ・キャピトルホテル東急 

○日  時  ２０１２年１月９日（月・祝） １０：３０～１３：３０ 

○会  場  ザ・キャピトルホテル東急 １Ｆ宴会場「桐」（最寄り駅：千代田線・丸の内線国会議事堂前駅、 

または南北線・銀座線溜池山王駅） 

○募集人数  １５組３０名（小学校４～６年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  ホテル調理スタッフによる料理教室と給仕サービス体験 

 

Ｔ．広告ポスターをかっこよくデザインしよう！ ポスター制作教室／東急エージェンシー 

○日  時  ２０１２年１月１４日（土） １３：３０～１６：３０ 

○会  場  東急エージェンシー本社ビル（最寄り駅：銀座線・丸の内線赤坂見附駅） 

○募集人数  １０組２０名（小学校３～６年生のみ対象とさせていただきます） 



○内  容  お子さま（グラフィックデザイナー）と保護者（コピーライター）によるポスター共同制作 

       ※お子さまが描いたイラストをプロのデザイナーと一緒にパソコン（Mac）を使ってデザインしま

す。 

※協力：株式会社ＴＯＯ 

 

Ｕ．ぴったりのおうちを見つけてあげよう！ 不動産のお仕事体験／東急リバブル 

○日   時 ２０１２年１月１４日（土） １４：００～１６：００ 

○会  場  リバブルスクエア南町田（最寄り駅：田園都市線南町田駅） 

○募集人数  １０組２０名 

○内  容  住みたい街の地図づくり、ブロックを使った家の間取りづくり、接客体験 

 

Ｖ．ショッピングセンターで、お客さまをお出迎えしよう！ インフォメーション体験／たまプラーザ テラス 

○日  時  ①２０１２年１月１４日（土） ９：３０～１１：３０ 

        ②２０１２年１月１５日（日） ９：３０～１１：３０ 

○会  場  たまプラーザ テラス ゲートプラザ インフォメーション（最寄り駅：田園都市線たまプラーザ駅） 

○募集人数  各回３組６名（小学校４～６年生のみ対象とさせていただきます） 

○内  容  開店準備、インフォメーションカウンターや館内でのお仕事体験 

※制服（ブレザー）をご用意しますので、応募の際にお子さまの身長をお知らせください。 

 

Ｗ．狂言方（かた）になってみよう！ 狂言体験／セルリアンタワー能楽堂 

○日  時  ２０１２年１月１５日（日） １４：００～１７：００ 

○会  場  セルリアンタワー能楽堂（最寄り駅：渋谷駅） 

○募集人数  ３０組６０名 

○内  容  能舞台・舞台裏の見学、狂言（大藏流）の鑑賞、狂言体験と簡単な発表会 

※足袋をご用意しますので、応募の際にお子さまの足のサイズをお知らせください。 

※協力：能楽師狂言方大藏流 大藏基誠 他、多摩大学 村山ゼミ・日本大好きプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

※天候、電力事情等により内容を変更する場合があります。 

 

 

以  上 


