＜News Release＞
２０１９年７月３日

湘南モノレール『おしごと体験スペシャル ｉｎ２０１９ｓｕｍｍｅｒ』参加者募集！
新たに「カマクラビットラボ」のプログラミング体験も加わり、
１０種の体験プログラムで開催いたします。
湘南モノレール（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：尾渡英生）は、２０１９年７月２７日（土）から
８月３０日（金）の期間中、「おしごと体験スペシャル ｉｎ ２０１９ｓｕｍｍｅｒ」を開催いたします。
この「おしごと体験」は、夏・冬・春の年３回実施をしており、夏はスペシャルとして沿線の企業・施設が
加わり、合計１０種類の体験にて参加者を募集いたします。
今年は、鎌倉市内在住のエンジニアらが結成したボランティアグループ「カマクラビットラボ」が初参加。
テクノロジーとクリエイティブをたのしく考える、親子ではじめるものづくりプログラミング体験型講座を実
施いたします。
弊社では今後も、鉄道事業の他、沿線の企業・施設での様々な体験をすることにより、未来への関心
を育み、お子様にとって役立つプログラムを提供してまいります。

「おしごと体験スペシャル ｉｎ ２０１９ ｓｕｍｍｅｒ」実施概要
実施期間

７月２７日（土）〜８月３０日（金）

応募方法

湘南モノレールホームページからご応募いただけます。
前期：７月２７日（土）〜８月１４日（水）開催分 ⇒７月１１日（木）応募締切 ⇒７月１２日（金）発表
後期：８月１５日（木）〜８月３０日（金）開催分 ⇒８月１日（木）応募締切 ⇒８月２日（金）発表

当選発表

抽選結果は当選者へのみお知らせいたします。

企業・施設

体験名

体験内容

湘南モノレール

駅員のおしごと体験

湘南モノレール大船駅にて、駅放送体験や自動改札
機、券売機の見学。

湘南モノレール

車掌のおしごと体験

指令乗務区にて、アルコール検査体験、点呼体験な
ど車掌のおしごとを体験。

カマクラビットラボ

プログラミングでモノづくりのおもし
ろさを学ぼう！

体験型ワークショップ。教育用キットを使って親子で楽
しくプログラミングを学ぶ。

鎌倉山 檑亭

鎌倉山の蕎麦と会席料理のお店
「檑亭」で配膳体験

緑豊かな鎌倉山の中にある蕎麦と会席料理のお店
「檑亭（らい亭）」で配膳体験を行う。

鎌倉水彩画塾
矢野元晴さん

水彩画で湘南モノレールを描こう！

鎌倉在住の水彩画家・矢野元晴さんによる湘南モノ
レールを題材にした水彩画のレッスン。

シンロイヒ株式会社

蛍光絵具やブラックライトで絵を描
こう！

日本最大手の有機蛍光顔料メーカー「シンロイヒ株式
会社」。剥がすことができる蛍光塗料を使った塗り絵
体験などを実施。

湘南ボウル

湘南ボウルプロボウラーの親子
レッスン＆職場体験

JPBA公認小島和樹プロ、櫻井麻美プロによるレッス
ンとボウリング場の裏側やフロント業務を体験。

レ・シュー

夢ケーキｉｎ湘南モノレール

お子様の将来について語り合い、その夢をケーキに。
当日はレ・シュー倉内シェフが夢ケーキ作りをレク
チャー。

湘南ベルマーレ

スタジアムで湘南ベルマーレを応援
しよう！

湘南モノレール本社で応援ボードを作成。その後は試
合観戦しベルマーレを応援。

鎌倉武士体験処 深沢砦

鎌倉武士ものづくり体験

鎌倉武士になりきって、弓矢や大鎧の付属具「栴檀
（せんだん）板」を作成。
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駅員のおしごと体験
体験内容

湘南モノレール大船駅にて、自動改札機、券売機の見学と駅放送体験を行います。

開催日時

前期：7月27日（土）、28日（日）、8月3日（土）、4日（日）、6日（火）、8日（木）～13日（火）
後期：8月17日（土）～20日（火）、24日（土）～27日（火）、29日（木）、30日（金）
各日10:00～10:30

開催場所

湘南モノレール大船駅構内

対象・募集人数

4歳～小学生 各日3名
※保護者１名同伴可

参加費

無料

乗務員のおしごと体験
体験内容

指令乗務区にてアルコール検査体験、点呼体験、車内補充券入鋏体験を行います。

開催日時

前期：7月31日（水）、8月1日（木）、5日（月）、7日（水）
後期：8月20日（火）、21日（水）、26日（月）、27日（火）
各日15:00～15:40

開催場所

湘南モノレール本社（湘南深沢駅 徒歩5分）

対象・募集人数

小学4～6年生 各日2名
※保護者１名同伴可

参加費

無料

プログラミングでモノづくりのおもしろさを学ぼう！
体験内容

体験型ワークショップ。教育用キットを使って親子で楽しくプログラミングを学びます。

開催日時

8月24日（土）10：30～12：00・13:00～14:30、 25日（日）10：30～12：00

実施場所

湘南モノレール本社（湘南深沢駅 徒歩5分）

対象・募集人数

小学3年生以上 各回親子6組

参加費
企画協力

1,000円
カマクラビットラボ
https://bitlabo.org/
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檑亭で配膳体験
体験内容

緑豊かな鎌倉山の中にある蕎麦と会席料理のお店「檑亭（らい亭）」で
配膳体験を行います。

開催日時

前期：8月6日（火）～9日（金）
後期：8月20日（火）～23日（金）
各日11:00〜12:00

開催場所

鎌倉山 檑亭（西鎌倉駅 徒歩25分）

対象・募集人数

4歳～小学生 各日2名
※浴衣（男児は甚平可）、ぞうり・サンダル着用
※保護者1名同伴可

参加費

無料

企画協力

鎌倉山 檑亭

http://www.raitei.com/

水彩画で湘南モノレールを描こう！
体験内容

鎌倉在住の水彩画家・矢野元晴さんを講師に、デモンストレーションをお見せしながら
子供達と一緒にステップ毎に絵を完成させていきます。

開催日時

前期：7月31日（水）
後期：8月30日（金）
各日14:00〜16:00

開催場所

湘南ボウル会議室（湘南深沢駅 徒歩3分）

対象・募集人数 小学生 各日15名
※保護者1名同伴可

参加費

1,000円（画材代）

企画協力

鎌倉水彩画塾
https://www.kamakurasuisaigazyuku.com/

蛍光絵具やブラックライトで絵を描こう！

体験内容

日本最大手の有機蛍光顔料メーカー「シンロイヒ株式会社」にて、剥がすことができ
る蛍光塗料を使った塗り絵体験などを実施いたします。

開催日時

前期：7月30日（火）
後期：8月20日（火）、27日（火）
各日11:00～12:00

開催場所

シンロイヒ株式会社（富士見町駅 徒歩すぐ）

対象・募集人数
参加費

小学1～3年生 各日5名
※保護者１名同伴可
無料

企画協力

シンロイヒ株式会社

http://www.shinloihi.co.jp/
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湘南ボウルプロボウラーと一緒にレッスン＆職場体験
体験内容
開催日時

湘南ボウルプロボウラーによるレッスンと、ピンセットマシンの裏側やオートスコアラー・
フロント指令ＰＣなどを見学いただきます。
≪櫻井プロの部≫前期：8月2日（水）、9日（金）
後期：8月23日（火）
≪小嶋プロの部≫前期：8月1日（木）、8日（木）
後期：8月22日（木）
各日15:00～16:00

開催場所

湘南ボウル（湘南深沢駅 徒歩3分）

対象・募集人数

小、中学生 各日5組10名
※男女は問いません。

参加費

お子様のみ500円、親子１組1,000円（貸靴代含む）

企画協力

湘南ボウル

http://www.shonanbowl.jp/

夢ケーキｉｎ湘南モノレール
体験内容

ご家族でお子様の将来について語り合っていただき、その夢をケーキにします。
当日はレ・シュー倉内シェフが夢ケーキ創りをレクチャー。親子で楽しくケーキを
創り、完成した後は、その夢について発表していただきます。

開催日時

前期：8月2日（水）
後期：8月23日（金）
各日13:00～15:00

開催場所

湘南モノレール本社（湘南深沢駅 徒歩5分）

対象・募集人数 小学生 各日18名
※保護者１名同伴可
参加費

2,500円（材料費：ケーキ（直径12㎝）1台）
※うち200円をＮＰＯドリームケーキプロジェクトに寄付いたします。

企画協力

レ・シュー西鎌倉本店

http://leschoux.co.jp/
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スタジアムで湘南ベルマーレを応援しよう！
体験内容

湘南モノレール本社で応援ボードを作成！その後は、スタジアムまで移動し、
試合観戦。みんなでベルマーレを応援します。

開催日時

8月17日（土）15：00～

開催場所

湘南モノレール本社（湘南深沢駅 徒歩5分）～ Shonan BMW スタジアム平塚

対象・募集人数

小学生 10名 ※保護者１名同伴
（指定席観戦チケット付き ※保護者1名様分含む）

参加費

無料（移動交通費は各自負担）

企画協力

株式会社湘南ベルマーレ http://www.bellmare.co.jp/
（Ｃ）１９９３ ＳＨＯＮＡＮ ＢＭ

鎌倉武士ものづくり体験
体験内容

鎌倉武士になりきって、弓矢や大鎧の付属具「栴檀（せんだん）板」を作ります。

開催日時

前期：7月20日（土）午前・午後、24日（水）午前、31日（水）午前、8月7日（水）午前、
11日（日）午前・午後、12日（月・祝）午前・午後、14日（水）午前
後期：21日（水）午前
※午前＝10:00-12:00、午後＝13:00-15:00

開催場所

鎌倉武士体験処 深沢砦(湘南深沢駅 徒歩3分 湘南深沢ビル2Ｆ）

対象・募集人数

小学生 各日5名
※保護者１名同伴可

参加費

①弓づくり体験
②栴檀板御守づくり

企画協力

鎌倉もののふ

1,000円
3,500円

http://izakamakura.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ・ご取材依頼】
湘南モノレール株式会社 総務部 広報課 外山
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤18番地
TEL：0467-45-3342 FAX：0467-44-5799
E-mail：koho@shonan-monorail.co.jp
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