
馬の博物館公益財団法人
馬事文化財団

売　店
●崎陽軒（お弁当）
●本牧館（パンとお菓子）
●キッチンカー（ロコモコ丼、クレープなど）
●コカ・コーラ（お飲み物）
●馬具・タイ雑貨販売
●フリーマーケット
●在来馬のふるさと物産展
（長野県木曽町、沖縄県「ハイサイおきなわ」）
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バス停
滝の上

●JR根岸駅から［横浜市営
バス21系統・桜木町駅行］
乗車、「滝の上」下車すぐ

●JR桜木町駅・みなとみら
い線日本大通り駅から
[横浜市営バス21系統・
市電保存館行］乗車、「滝
の上」下車すぐ

●JR横浜駅東口・京急線日
ノ出町駅・市営地下鉄伊
勢佐木長者町駅から［横
浜市営バス103系統・根
岸台・本牧車庫（御所山）・
根岸駅行］乗車、「滝の上」
下車すぐ

交通
アクセス

　おなじみイベント

ふわふわ風船
9：30～15：30時　間

大人の付き添いなしで参加できる
小学３年生以下のお子様対象

ぱかぱか馬コーナー
9：30～15：30時　間 ［3歳～小学生未満対象］

蹄鉄投げゲーム
9：00～15：30時　間

ふわふわひろば他にて開催
26

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

入苑
入館
無料

馬の博物館開館40周年馬の博物館開館40周年

根岸競馬記念公苑 馬の博物館、根岸森林公園（一部）

おかげさまで40周年　ありがとうの気持ちをこめて

※カメラをご持参ください

馬事伝統芸能
や　ぶ　さ　め か　さ　が　け

協力：大日本弓馬会

13：30～14：00頃時　間

❶「流鏑馬・笠懸」披露

ポニーセンター 馬場場　所

9：00～11：00抽選券配布時間

ポニーセンター馬坂下抽選券配布場所

14：00～14：30頃時　間

ポニーセンター 馬場場　所

12：20～12：40頃時　間

12：40～12：50時　間

ポニーセンター 馬場場　所流鏑馬人馬と写真を撮ろう！

馬の博物館は
当日入館無料

写真撮影会

❷蹄鉄プレゼント抽選会

G1
ホース

マイネルキッツ号・
マイネルネオス号

マイネルキッツ号・マイネルネオス号
とのふれあい

※抽選券は先着200名様にお配りします

※同場所にて

馬にしたしむ アートにふれる

アートにふれる

音楽イベント
迫力満点の馬事伝統芸能「流鏑
馬・笠懸」実演のほか、馬車や馬・ポ
ニーの試乗会も開催！
GⅠホースや日本在来馬とのふれあ
いなど、馬の博物館ならではの馬
の魅力に出会えます。

クラシック、ポップから和太鼓の
演奏まで…音楽ステージもござ
います。

武蔵野美術大学の学生がプロデュー
スした、テーマ展「UMARTs 2017　
うまからうまれるアート展」を開催。
馬をテーマにした多彩な作品で展示
室を彩ります。あなたのお好みの作
品が見つかるかも…？
★関連イベントとして、５つのワークショップも
　開催！

第2展示室

※入館は16：00まで

秋季企画展「馬をめでる武将たち」23

9：00～16：30時　間

UMARTs 2017 うまからうまれるアート展24
テーマ展 第3展示室

※入館は16：00まで

武蔵野美術大学の学生が、テーマ展をプロデュース！
馬にまつわる　ふしぎな作品があつまるよ☆

9：00～16：30時　間

協力：武蔵野美術大学

※9：00～同場所にて各参加券配布

「UMARTs 2017」
 ワークショップ

※9：00～同場所にて各参加券配布
屋内(休憩室)場　所

25

時　間 13：00～14：10 定　員 5組
竹ぽっくりに馬の蹄鉄をつけて、パカパカ歩くよ
B『パカパカ歩こう！ウマ竹ぽっくり』

時　間 10：00～11：00 定　員 ６組

落ち葉、木の枝、どんぐりなど…
うま～く組んでオブジェをつくろう！

A『うま～く組んで♪うまオブジェ』

時　間 11：00～12：30
東北の民話「おしらさま」をまなんでおしらさまに変身しよう！
C『つくって、かぶって、おしらさま！』

定　員 5組〈４歳～12歳対象〉

時　間 13：00～14：30
屏風のしくみと役割をまなんでつくってみよう
D『いっしょにつくろう！馬のための屏風』

定　員 5組〈５歳以上対象〉

時　間 14：30～15：30
　　（すごろくコマ作り）

※すごろく遊びのみならどなたでも常時参加できます※すごろく遊びのみならどなたでも常時参加できます

自分だけの馬コマを作って馬博すごろくで遊ぼう
E『進んで知ろう！馬博すごろく』

定　員 12組

馬の博物館 フェイスブックも見てね！ 根岸森林公園
（Facebook/Twitter）ホームページ

も多数

馬馬との
つどい2017

平成29年11月5日（日）９：00～16：00

屋外(トキノミノル像エリア)場　所 A B・

C D・ E・



　チューリップの球根
　つかみ取りに挑戦しよう！
　竹けん玉や竹箸を
　作ってみよう！
　木の実のリース教室

在来馬
エリア

ポニーセンター
馬　場

きゅう舎芝
テラス

森林公園

ふわふわ
ひろば

芝生ひろば

事
務
所 森林公園

第2駐車場

森林公園
第1駐車場

馬の
博物館

小
馬
場

正門滝の上バス停
21系統（桜木町駅行）
103系統（横浜駅行）

北門

西
門

滝の上バス停
21系統（市電保存館行）
※根岸駅方面

レストハウス

馬坂
うまさか

トキノミノル像
エリア

売店

売店
※博物館内にも
ございます

整理券配布場所

❽乗馬服・勝負服試着コーナー

❷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券配布

❾うまのくつやさん（蹄鉄作りの実演）
10蹄鉄コースターをつくろう

●総合案内
11馬の博物館×
　根岸森林公園
　スタンプラリー
　在来馬のふるさと物産展
　「木曽馬」のふるさと
　「長野県木曽町物産展」

❶「流鏑馬・笠懸」披露
❷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＆ふれあい
❸馬車の試乗会❹ポニーの試乗会❺馬の試乗会
❻ポニーセンターの馬 オールスター紹介パレード
❼愛馬少年団の演技

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」＆
愛媛県のイメージアップキャラクター「みきゃん」＆
野間馬ハイランド「まあくん」が登場！

12

武蔵国府太鼓の演奏18

IGUA＆木曽っ子LIVE19

「クラシック・ヨコハマ」コンサート20

ポニカロードスペシャルライブ21

在来馬とのふれあい17

アメリカの消防車がやってくる！13

　駅員とのふれあい広場
　「UMARTs 2017」ワークショップ
22

25

　ふわふわ風船
　蹄鉄投げゲーム
　ぱかぱか馬コーナー

26

26

26

【博物館内】
　在来馬保護チャリティー
　募金受付＆缶バッジプレゼント
　秋季企画展
　「馬をめでる武将たち」
　UMARTs 2017
　うまからうまれるアート展
　「UMARTs 2017」
　ワークショップ

17

23

24

25

19

15

14

16

A

C D E

B

会場MAP

❺馬の試乗会
小学生以上対　象

①11：00～11：40
※整理券配布9：00～
②14：40～15：20
※整理券配布12：00～

時　間

ポニーセンター 馬場場　所

名
様120

各回先着

※整理券配布は芝生ひろば

❹ポニーの試乗会
3歳～小学生未満（保護者同伴）対　象

①11：00～11：40
※整理券配布9：00～
②14：40～15：20
※整理券配布12：00～

時　間

ポニーセンター 馬場場　所

名
様80

各回先着

※整理券配布は芝生ひろば

①11：00～
②14：30～

時　間

ポニーセンター 馬坂下
場　所

うまのくつやさん
（蹄鉄作りの実演）

14 チューリップの球根
つかみ取りに挑戦しよう！

10：00～※なくなり次第終了時　間

森林公園 レストハウス場　所

100円★小学生以下は２回まで挑戦可！参加費

協力：
横浜植木株式会社

15「竹けん玉や竹箸を 作ってみよう！

13：00～15：00時　間

森林公園 レストハウス場　所

100円参加費

協力：
横浜植木株式会社

12：50～13：20時　間

芝テラス場　所

18 武蔵国府太鼓の演奏

❸馬車の試乗会
0歳以上（小学生未満は保護者同伴）対　象

10：00～10：50
※整理券配布9：00～

時　間

ポニーセンター 馬場場　所

名
様100

先　着

※整理券配布は芝生ひろば

ポニーセンター 馬場場　所

９：40～時　間

ポニーセンター 馬場場　所

12：00～12：20時　間

ポニーセンター 馬坂下場　所

9：00～16：00時　間

ポニーセンター 馬坂下
場　所

全6回
時　間

協力：JRA

協力：
根岸愛馬スポーツ少年団

9 蹄鉄コースターを
つくろう

10 馬の博物館×
根岸森林公園
スタンプラリー

11
名
様20

先着各回

※整理券配布
　9：00～と10：30～、芝生ひろばにて

☆カメラを持って参加
　してね！

①10：30～②11：30～③13：00～時　間

森林公園 レストハウス場　所

500円参加費

16 木の実のリース教室
協力：横浜植木株式会社

協力：武蔵和駒

12：00～
12：30

時　間

芝テラス場　所

19 IGUA＆木曽っ子
LIVE

①11：10～11：40
②15：30～16：00

時　間

芝テラス場　所

20「クラシック・ヨコハマ」コンサート
出演：横浜市民広間演奏会

①10：20～10：50
②14：10～14：40

時　間

芝テラス場　所

21「ポニカロードスペシャルライブ」
出演：ポニカロード

①10：10～10：40頃 ②14：10～14：40頃時　間

森林公園 在来馬エリア場　所

17 在来馬とのふれあい

在来馬保護チャリティー
募金受付＆缶バッジプレゼント
時　間 9：00～16：00
場　所 馬の博物館受付
100円以上の募金で缶バッジをプレゼント!!

駅員とのふれあい広場22
協力：東日本旅客鉄道株式会社根岸駅

10：00～14：30時　間

トキノミノル像エリア場　所

幼児・小学校低学年対　象

①９：20～９：50
②12：30～13：00
③14：30～15：00

時　間

芝テラス場　所

12 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」＆

愛媛県のイメージアップキャラクター「みきゃん」＆
野間馬ハイランド「まあくん」が登場！

※天候または馬の体調等により、予告なくイベントの内容を
　変更または中止することがございます

稀少な品種である日本古来の馬　在来馬とふれあおう！

馬にしたしむ

❻ポニーセンターの馬
　オールスター紹介パレード

❼愛馬少年団の演技

❽乗馬服・勝負服試着コーナー 小学生以下対象対　象

①9：00～
　先着200名様
②13：00～
　先着100名様

時　間

総合案内よりスタート場　所

名
様10

各回

名
様20

定員

在来馬の
ふるさと物産展
「木曽馬」のふるさと
「長野県木曽町物産展」

9：00～時　間

総合案内テント横場　所

13 アメリカの消防車が
やってくる！

13：00～15：00時　間

森林公園 中央入口奥にて場　所

協力：
横浜植木株式会社

消防車と写真が撮れるよ！消防車と写真が撮れるよ！

馬車道発横浜アイドル


