
 

 

 

おかげさまで 40周年 ありがとうの気持ちをこめて 

平成２９年４月２０日 

ＪＲＡ 報道室 
 
 
 

お 知 ら せ 

 

 

馬の博物館開館 40 周年記念「馬とあそぼうこどもの日」の開催 

 

 
公益財団法人馬事文化財団が運営する根岸競馬記念公苑「馬の博物館」

（横浜根岸）では、本年５月５日（金祝）に春季イベント「馬とあそぼう
こどもの日」を開催します。 
馬とふれあい、ご家族・グループで楽しめる盛りだくさんのイベントを

ご用意して皆様のお越しをお待ちしています。イベントの概要及び詳細は、
下記をご参照ください。 

  



 

 

 

おかげさまで 40周年 ありがとうの気持ちをこめて 

馬の博物館開館 40 周年記念 

「馬とあそぼうこどもの日」のご案内 

横浜・根岸馬の博物館では、毎年５月５日に開催する春の特別イベント「馬とあそぼ

うこどもの日」を、本年は馬の博物館開館 40 周年を記念して、競馬場跡地である根岸

森林公園の一部まで会場を広げて開催します。馬車や馬の試乗会のほか、ホースアトラ

クションやヒーローショー、ふわふわ風船、各種出店など、公苑内でさまざまなイベン

トを開催いたします。 

ぜひご来苑ください！ 

 

 

イベント概要 

期間：平成 29 年５月５日（金祝）９時～16 時 

場所：根岸競馬記念公苑 馬の博物館、根岸森林公園（一部） 

参加費：無料 

主催：公益財団法人馬事文化財団 

共催：横浜植木株式会社（根岸森林公園指定管理者） 

協力：東日本旅客鉄道株式会社根岸駅 

後援：横浜市 日本中央競馬会 
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◆ 馬車の試乗会 10：00～10：40 

場所：ポニーセンター 馬場 

対象：０歳以上（小学生未満のお子様には大人の付き添いが必要） 

定員：120 名 ※整理券が必要 

 

◆ ポニーの試乗会 ①11：00～11：30 ②14：30～15：00 

場所：ポニーセンター 馬場 

対象：３歳～小学生未満（大人の付き添いが必要） 

定員：各回 70 名 ※整理券が必要 

 

◆ 馬の試乗会 ①11：00～11：30 ②14：30～15：00 

場所：ポニーセンター 馬場 

対象：小学生以上 

定員：各回 100 名 ※整理券が必要 

 

◆ GⅠホース マイネルキッツ号・マイネルネオス号引き馬試乗会 14：30～15：00 

2009 年の天皇賞（春）優勝馬「マイネルキッツ号」と、

2011 年の中山グランドジャンプの優勝馬「マイネルネオ

ス号」、２頭の GⅠホースに抽選で 30 名様ずつ乗っていた

だくことができます！ 

場所：ポニーセンター 馬場 

対象：小学生以上  

定員：抽選で各馬 30 名 

 

◆ GⅠホース マイネルキッツ号・マイネルネオス号蹄鉄プレゼント抽選会 13：00～ 

GⅠホース２頭が実際につけた蹄鉄を抽選でプレゼント！幸運のお守り

にもなる蹄鉄をぜひゲットしてください。 

場所：ポニーセンター 馬場 

対象：小学生以上 

 

力いっぱい 馬とあそぼう！ 
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◆ ホースアトラクション「アンダルシアンホースダンス」 

〈協力：JRA〉 

スペインが原産のアンダルシアン種の馬が、音楽に合わせて演技を

披露する高等馬術です。人馬一体のホースダンスをご覧ください！ 

時間：①12：00～12：20 頃 ②14：00～14：20 頃 

場所：ポニーセンター 馬場 

 

 

◆ 愛馬少年団の演技披露 〈出演：根岸愛馬少年団〉 

ポニーセンターで活動する根岸愛馬少年団の皆様による 

演技披露です。 

時間：13：30～13：50 

場所：ポニーセンター 馬場 

 

◆ 「馬のくつやさん」蹄鉄づくりの実演  

①11：30～ ②14：30～ 

場所：ポニーセンター 馬坂下 

協力：JRA 

 

◆ 在来馬とのふれあい in 根岸森林公園  

日本固有の種である在来馬は、今では頭数が少なくなってしまいましたが、かつては私たち

日本人の生活を支えてきてくれていました。馬の博物館のかわいい在来馬、野間馬（のまう

ま）のミカンと道産子のゆきとのふれあいイベントを開催しますので、ぜひご参加くださ

い！与那国馬のサンゴも登場するかも…？ 

時間：①11：50～12：20 頃 ②13：50～14：20 頃 

場所：根岸森林公園 馬の博物館北門付近 

       

 

 

 
２頭をデザインしたオリジナル缶バッジ 

野間馬（のまうま）ミカン（左）と 

道産子 ゆき（右） 
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◆ 在来馬保護チャリティー募金の受付＆ミカン・ゆき缶バッジプレゼント 

時間：９：00～16：00 

場所：馬の博物館受付 

在来馬保護のための募金に 100 円以上ご協力いただいた方にはもれなく、おがわじゅりさん 

デザインのミカン・ゆきオリジナル缶バッジをプレゼントいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 横浜ご当地ヒーロー 

「横浜見聞伝スター☆ジャン」がやってくる！ 

時間：①12：20～12：50 ②14：10～14：40 

場所：芝テラス 

出演：横浜見聞伝スター☆ジャン、タイガ▽ジャン 

 

◆ 馬の博物館キャラクター命名式★ 

時間：12：50～13：00 

場所：芝テラス 

 

◆ 聖光学院吹奏楽部コンサート 

馬の博物館のご近所・横浜市中区にある聖光学院中学校・ 

高等学校吹奏楽部の皆さまによる、迫力満点の演奏を 

お楽しみください！ 

時間：11：30～12：00 場所：芝テラス 

出演：聖光学院吹奏楽部 

２頭のオリジナル缶バ

ッジはお好きなものを

お選びいただけます 

お楽しみイベントも もりだくさん！ 

ぼくの名前が 

決定するよ！ 
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◆ JRA マスコットキャラクター ターフィー、 

開田高原のキャラクター 木曽っ子が登場！ 

JRA のマスコットキャラクター「ターフィー」が、

横浜限定のマリンルックで登場！グリーティングを

いたします。そこへ長野県開田高原のキャラクター

「木曽っ子」も参戦します。 

場所：正門・芝テラス付近 ほか  

時間：①９：20～９：50 頃 ②12：00～12：30 頃 ③14：30～15：00 頃 

◆ 春季特別展関連イベント ワークショップ『キミだけの絵本をつくろう！』  

時間：①11：00～12：00 頃（10：00～11：00 整理券配布） 

   ②14：00～15：00 頃（13：00～14：00 整理券配布） 

場所：トキノミノル像エリア  

対象：３歳～９歳までのお子様（保護者同伴） ★定員：各回先着 30 名様 

協力：「小さなおやこ絵本館ぴよぴよ」 

 

◆ サワー沢口のものまねライブ♪ 

時間：①10：40～11：10 ②13：10～13：40 

場所：芝テラス 

◆ 蹄鉄コースターづくり 全６回 ※整理券が必要 

場所：ポニーセンター 馬坂下 

◆ 駅員とのふれあい広場 

時間：10：00～14：30 

協力：JR 東日本「根岸駅」 対象：幼児・小学校低学年 

場所：トキノミノル像エリア  

◆ 市電保存館 「市電シミュレーター」 

市電の運転体験が楽しめるよ！ 

時間：10：00～16：00 

場所：馬の博物館 休憩室 

協力：一般財団法人 横浜市交通局協力会 
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 馬の博物館×根岸森林公園スタンプラリー 

馬の博物館と根岸森林公園をまわってスタンプを集めよう！ 

集めた方には、オリジナルグッズをプレゼントいたします。 

場所：馬の博物館総合受付（スタート）、根岸競馬記念公苑、 

根岸森林公園ほか 

先着：300 名様（午前９時～：200 名様、午後１時～：100 名様） 

 

 

 

 

◆ 緑のカーテン教室 

    緑のカーテンづくりの講座。参加者様にはゴーヤの苗がプレゼントされます！ 

［横浜植木株式会社（根岸森林公園指定管理者）］ 

時 間：11：00～12：00 

参加費：無料 ※先着 10 名様 

 

 

※馬の体調等により、イベントの内容を変更・中止することがあります 

※詳細については、決まり次第馬の博物館ホームページにて随時掲載いたします 

 

 

入館者様へのサービス 

５月５日（金祝）に入館されたお客様の入館料が無料となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林公園イベント 
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〈開催中の展示〉 

 春季特別展「安野光雅の世界－歴史絵本に描かれた“名馬面
めいばめん

”」 

   馬の博物館開館 40 周年を記念し、世界的に活躍さ

れている画家・絵本作家・装丁家・エッセイストであ

る安野光雅氏の作品から、「馬」をテーマにその作品の

魅力に迫る原画展を開催します。 

旺盛な好奇心と豊かな想像力で次々と独創性に富ん

だ作品や、世界各地を旅して描いた淡い色調の優しい

雰囲気漂う風景画など、世代を問わず多くのファンに愛

され続けている安野氏。 

本展では、馬が登場する作品の中から厳選された 50

点の作品（原画）を展示。安野氏を愛するファンの方々だけではなく、小さなお子様にもわ

かりやすく、その作品（絵本）の世界をご紹介いたします。講演会やワークショップなどの

関連イベントも多数開催しますので、ぜひご来館ください。 

 

【展覧会概要】 

展覧会名：安野光雅の世界－歴史絵本に描かれた“名馬面
めいばめん

” 

会  期：2017 年４月 22 日（土）～６月４日（日） 

開館時間：10 時～16 時 30 分（入館は 16 時まで） 

会  場：馬の博物館 （横浜市中区根岸台１-３ 根岸競馬記念公苑） 

休 館 日：毎週月曜日 （ただし５月１日は開館） 

入 館 料：大人 200 円、小中高生 30 円、団体（20 名以上）半額 

※障がい者手帳等をお持ちの方は無料（付添いの方は半額） 

※毎週土曜日は小中高生無料 

主   催：公益財団法人馬事文化財団 

協   力：津和野町立安野光雅美術館 

 

 

 

 

 

ビッグベン 

「旅の絵本Ⅲ（イギリス編）」 

津和野町立安野光雅美術館蔵 

○C空想工房 

○C安野光雅美術館 
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【お問合せ】 

 

【イベントに関するお問合せ】 

 公益財団法人馬事文化財団 馬の博物館 企画広報課（大谷・山田） 

〒２３１-０８５３ 神奈川県横浜市中区根岸台１-３ 根岸競馬記念公苑 

Tel ０４５-６６２-７５８１ / Fax ０４５-６６２-７７１３ 

 

横浜植木株式会社（根岸森林公園管理事務所） 

〒２３１-０８５３ 神奈川県横浜市中区根岸台１-２ 

Tel ０４５-６４１-９１８５ 

  

【春季特別展に関するお問合せ】 

 公益財団法人馬事文化財団 馬の博物館 

〒２３１-０８５３ 神奈川県横浜市中区根岸台１-３ 根岸競馬記念公苑 

Tel ０４５-６６２-８１０５ / Fax ０４５-６４１-４６０４ 

 

 

【アクセス】 

 

■JR 根岸駅から  

JR 京浜東北根岸線「根岸駅」から、横浜市営バス２１系統「桜木町駅行」 

乗車 

バス停「旭台」（根岸森林公園入口）または「滝の上」（馬の博物館前） 

［乗車時間約１０分］ 

■横浜駅から 

横浜駅東口バスターミナルから、横浜市営バス１０３系統に乗車 

バス停「旭台」（根岸森林公園入口）または「滝の上」（馬の博物館前） 

下車すぐ ［乗車時間約３０分］ 

※１０３系統は、「日ノ出町駅」、「伊勢佐木長者町駅」からも乗車可能 

■自家用車 

お車でお越しの方は、根岸森林公園駐車場をご利用ください 

根岸森林公園お問合せ：０４５-６４１-９１８５ 

※第一駐車場 100 台、第二駐車場 100 台限り 

※駐車場は限りがございます、近くにはパーキング施設がないので、なるべ 

く公共交通機関をご利用ください 

 

 


