
 

＜昨年の体験イベントの様子＞ 

 

＜新たに開催する「警備のお仕事体験」（左）「小田急リコチャレ鉄道技術教室」（右）（イメージ）

＞ 

 

ファミリー鉄道教室 

 

パティシエ体験教室 

 

水辺の生き物教室 

 

フラワーショップのお仕事紹介 
＆作成体験 
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小田急グループでは、２０１８年７月２１日（土）から８月１８日（土）まで、小学生

とその保護者を対象に、小田急グループのさまざまなお仕事などの体験や、沿線の環境に

ついて学んでいただける夏休み企画「小田急グループ 親子体験イベント」を開催します。 

「小田急グループ 親子体験イベント」は、親子で小田急グループのさまざまなお仕事の体験

や施設の見学などを通じて、当社グループの事業や商品・サービス、環境への理解を深めて  

いただくことを目的に、２０００年から開催しており、今回で１９回目の開催となります。 
 

●１６教室の多彩な体験プログラムを開催します● 

イベントでは、車掌体験などができる「ファミリー鉄道教室」をはじめ、小田急リゾーツ

の「パティシエ体験教室」、水田の用水路で魚などを捕獲し観察する「水辺の生き物教室」、

小田急ランドフローラの「フラワーショップのお仕事紹介＆作成体験」に、今年から  

新たに小田急ビルサービスの「警備のお仕事体験」と小田急電鉄「小田急リコチャレ  

鉄道技術教室」が加わり全１６教室を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休み企画！親子で楽しむ 全１６の体験プログラム 

「小田急グループ 親子体験イベント２０１８」を開催 
～ ２１８組 ４３６名さまを募集 ～ 



小田急グループでは、毎年、約３万人のお客さまにお越しいただく「ファミリー

鉄道展」や、四季を通じて沿線の豊かな自然を楽しむ「小田急のんびりハイク＆   

ウォーク」、江の島エリアの海水浴場「片瀬海岸東浜」の美化清掃活動を行う   

「小田急・江ノ電クリーンキャンペーン」、自然や環境をテーマとした「親子体験

教室」など、年間を通じてさまざまなイベントを実施しています。 

引き続き、鉄道事業の理解促進や小田急グループのファン作りを目的に、沿線の

お客さまとのコミュニケーション活動を推進します。 

 

当イベントの募集要項については、下記のとおりです。 

 

記 

 

＜募集要項＞ 

１ 応募方法 小田急子育て情報ポータルサイト「ここでね ずっとね」（www.odakyu.jp/oyako）

内に、２０１８年６月１日（金）に開設する特設サイトからのお申し込みと

なります。 

        ※ パソコン・スマートフォンなどからご応募ください 

        ※ ご応募は、一つのメールアドレスにつき１教室までとさせていただきます 

       ※ お客さまの個人情報は、この企画以外で使用することはありません 

 

２ 締め切り ２０１８年６月２９日（金） 

 

３ 当選発表 応募者多数の場合は抽選となります。当選された方には、７月末日ごろまで

に順次、参加証をお送りします。なお、７月開催のイベントにつきましては、

７月中旬までに参加証をお送りします。 

また、当選結果につきましては、７月１０日（火）から、小田急子育て情報

ポータルサイト「ここでね ずっとね」（www.odakyu.jp/oyako）でもご確認

いただける予定です。 

 

４ そ の 他 （１）イベント開催場所までの交通費は、参加者さまのご負担となります。 

（２）教室によっては、天候などの事情により、中止や変更となる場合があります。 

              

５ お問い合わせ 小田急グループ 親子体験イベント２０１８事務局  

       ℡ ０３－５４５９－４６６４（平日 １０：００～１７：００） 

  

以 上 
 

    



主催／教室名 内　　容 開催日時 開催場所 募集人員 参加費（税込）

1  「ＦＣ町田ゼルビアと親子サッカー教室＆スタジアム見学」

Jリーガーやマスコットと一緒に天然芝の上で親子サッカ－
クリニックとスタジアム体験ツアーを楽みます！
※雨天中止となります
※バリアフリー対応はしておりません

７月２1日（土）
９：３０～１１：３０

町田市立陸上競技場
（小田急線 鶴川駅 バス１５分、徒歩１０分）

小学１～３年生とその保護者
１０組２０名

無料

2 「大工さんとつくる木工教室」
小田急の分譲住宅「リーフィア」を作っている大工さん
に、道具の使い方を教えてもらいながら、「デスクトップ
（本立て＋小物入れ）」を作ります。

７月２１日（土）
１０：３０～１２：３０
１４：３０～１６：３０

あつぎ 小田急 住まいのプラザ
アミューあつぎ２階

（小田急線 本厚木駅北口 徒歩５分）

小学４～６年生とその保護者
各回６組１２名

無料

3 「ファミリー鉄道教室」

運転士・車掌のお仕事紹介や、電車の仕組み、安全運行、
乗車マナーについて楽しく学べます。また、電車基地で
は、洗車機による車両洗浄を乗車し体験します。
※バリアフリー対応はしておりません

７月２４日（火）
９：３０～１２：３０

小田急研修センター、喜多見電車基地
（小田急線 喜多見駅 徒歩５分）

小学生とその保護者
３０組６０名

無料

4
「水辺の生き物教室」

（ランチ付き）

水田の用水路にいる魚などを捕獲し観察いただけるほか、
「尊徳記念館」で二宮金次郎について学んでいただけま
す。
※バリアフリー対応はしておりません

７月２５日（水）
９：００～１４：４５

小田原市東栢山地区の水田
（小田急線 富水駅集合）

小学生とその保護者
 ３０組６０名

１組
 ２，０００円

5 「パティシエ体験教室」

ホテルパティシエに教わりながら、親子でデザート作りに
挑戦。
作ったデザートは、ホテルの宴会場で参加者全員でお召し
あがりいただきます。
※バリアフリー対応はしておりません

７月２５日（水）
１４：００～１６：００

小田急ホテルセンチュリー 相模大野 宴会場
（小田急線 相模大野駅ビル８階 ）

小学生とその保護者
１５組３０名

１組
３，０００円

6
HOKUOの親子パン教室

～手で感じ、手で仕上げ、笑顔で手渡し～

HOKUOのパン職人と一緒に、親子で楽しいパン作りにチャレ
ンジ。作ったパンはお昼にお召し上がりいただき、お土産
としてもお持ち帰りできます。
※バリアフリー対応はしておりません

７月２８日（土）
１０：００～１４：３０

北欧トーキョー 神奈川工場
（相鉄線 さがみ野駅 徒歩１３分）

小学３～６年生とその保護者
１０組２０名

１組
１，５００円

7
「お魚・お寿司 調理体験」

（ランチ付き）

包丁の使い方など、調理の安全や衛生について学びなが
ら、 お魚のお刺身やお寿司をつくり、お召し上がりいただ
けます。
※生もののため、お持ち帰りできません
※バリアフリー対応はしておりません

７月２８日（土）
１０：００～１４：００

小田急商事 狛江研修センター
（小田急線 狛江駅 徒歩１０分）

小学３～６年生とその保護者
５組１０名

１組
１，５００円

8 「警備のお仕事体験」
普段触れることができない道具を使って、警備のお仕事を
体験しながら楽しく学ぶことができます。
※バリアフリー対応はしておりません

７月３０日（月）
９：３０～１１：３０

小田急ビルサービス研修センター
（小田急 多摩線 黒川駅 徒歩３分）

小学３～５年生とその保護者
１０組２０名

無料

9 「小田急リコチャレ鉄道技術教室」

内閣府が中心となって行っている取り組み（リコチャレ）
に賛同し、ロマンスカ－・ＧＳＥ製造の説明や、検車区・
工務技術センターの見学を通じて理工系の知識がどのよう
に鉄道事業の職場で役立っているか理解を深めていただけ
ます。
※バリアフリー対応はしておりません

８月２日（木）
１０：００～１３：００

小田急研修センター、喜多見電車基地
（小田急線 喜多見駅 徒歩５分）

小学５、６年生とその保護者
１５組３０名

無料

10 「フラワーショップのお仕事紹介＆作成体験」

お花やグリーンに囲まれたフラワーショップのお仕事のご
紹介をします。後半はお花を使った作成体験をしてお花を
楽しみます。
※介護者の方の同伴でご参加いただけます

８月４日（土）
１０：００～１１：３０
１３：００～１４：３０

都市型貸菜園「アグリス成城」
クラブハウス２階

（小田急線 成城学園前駅西口 徒歩１分）

小学生とその保護者
各回５組１０名

１組
１，５００円

11 「『きゅんた』と一緒！バスのお仕事体験」
バスの運転士さん＆整備士さんになりきって、洗車機体験
や運転席体験を行います。マスコットキャラクター「きゅ
んた」も登場します！

８月４日（土）
１０：００～１２：３０

小田急バス 登戸営業所
（小田急線 登戸駅 徒歩１３分）

小学生とその保護者
２０組４０名

無料

12 「小田急百貨店おしごと体験＆ファミリーランチ」
開店のご挨拶やエレベーターのご案内、販売など百貨店の
仕事を体験。放送室など普段見ることのできない施設の見
学も行います。体験後には家族揃ってのランチつき。

８月５日（日）
９：００～１３：３０

小田急百貨店 新宿店
（小田急線 新宿駅西口）

小学３～６年生とその保護者
３組６名

１組
２，０００円

13 「夏野菜の収穫体験とフレッシュジュースづくり」

野菜クイズで勉強したあと、菜園で夏野菜の収穫を体験。
また、クラブハウスにてフレッシュジュースづくりにも
チャレンジしていただきます。野菜ジャムの試食もできま
す。
※介護者の方の同伴でご参加いただけます

８月１２日（日）
１０：００～１２：００

都市型貸菜園「アグリス成城」
クラブハウス２階、菜園

（小田急線 成城学園前駅西口 徒歩１分）

小学生とその保護者
１０組２０名

１組
１，５００円

14 「大山ケーブルカー機械室・運転室見学会」

ふだん見ることのできないケーブルカーの心臓部「巻上
機」や運転室で実際の運転の様子を見学でき、ケーブル
カーの動く仕組みを学ぶことができます。
※バリアフリー対応はしておりません

８月１７日（金）
１０：３０～１１：３０

大山ケーブルカー巻上所
（小田急線 伊勢原駅北口 バス３０分、徒歩１５分）

小学生とその保護者
６組１２名

無料

15 「大工さんとつくる木工教室」
小田急の分譲住宅「リーフィア」を作っている大工さん
に、道具の使い方を教えてもらいながら、「デスクトップ
（本立て＋小物入れ）」を作ります。

８月１８日（土）
１０：３０～１２：３０
１４：３０～１６：３０

新ゆり 小田急 住まいのプラザ
（小田急線 新百合ヶ丘駅北口 徒歩１分）

小学４～６年生とその保護者
各回６組１２名

無料

16
「パーティー会場づくり体験」

（スイーツ付き）

華やかなパーティーのテーブルセッティングやテーブルを
彩るミニフラワーアレンジメント作り体験に加え、テーブ
ルマナーについてもお伝えいたします。

８月１８日（土）
１３：００～１５：００

ハイアット リージェンシー 東京 宴会場
地下１階「桃山」

（小田急線 新宿駅西口 徒歩９分）

小学３～４年生とその保護者
２０組４０名

１組
３，５００円

小田急グループ　親子体験イベント内容 ≪別紙≫ 

北欧トーキョー ＜ＨＯＫＵＯ＞ 

小田急バス 

ホテル小田急 ＜ハイアット リージェンシー 東京＞ 

小田急電鉄 ＜協力：ＦＣ町田ゼルビア＞ 

小田急不動産 ・小田急ハウジング  ＜あつぎ 小田急 住まいのプラザ＞ 

小田急電鉄 

小田急電鉄 ＜後援：神奈川県・小田原市 協力：金次郎のふる里を守る会＞ 

小田急リゾーツ ＜小田急ホテルセンチュリー相模大野＞ 

小田急商事 ＜Ｏｄａｋｙｕ ＯＸ＞ 

小田急ビルサービス 

小田急電鉄 

小田急ランドフローラ ＜小田急フローリスト＞ 

小田急百貨店 ＜小田急百貨店 新宿店＞ 

小田急ランドフローラ ＜アグリス成城＞ 

大山観光電鉄 

小田急不動産 ・小田急ハウジング  ＜新ゆり 小田急 住まいのプラザ＞ 


