
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

平成 26 年 12 月 

公益財団法人 通信文化協会 

郵政博物館 

  

郵政博物館ヴァレンタイン・イベント   —―博物館で恋をするヴァレンタイン—―     

Joyeuse
ジ ョ ワ イ ユ ー ズ

   Saint
サ ン

   Valentin
ヴ ァ ロ ン タ ン

!  
 

2015 年 1 月 20 日（火）から 2 月 15 日（日）まで開催 
 

当館所蔵のレトロな海外のヴァレンタイン・ポストカードの展示をはじめ、 

活版印刷でメッセージを印刷するヴァレンタイン・カード等のワークショップを開催！ 

	 

公益財団法人 通信文化協会は、郵政博物館 多目的スペースにおいて、ヴァレンタイン・イ

ベント「―博物館で恋をするヴァレンタイン―Joyeuse Saint Valentin！」を2月15日（日）まで

開催します。 

 

本イベントでは、当館所蔵の海外のヴァレンタインのポストカードの展示をはじめ、ねんど

のアイドル“ねんドル”岡田ひとみさんとミニチュアのチョコレートを粘土細工で作成するワ

ークショップ、メッセージを活版印刷で印刷してオリジナルのヴァレンタインカードを作成

する体験ワークショップなど、ヴァレンタインにちなんだイベントを開催します。 

 

また、2 月 14 日の聖ヴァレンタイン・デーにご入館いただいた先着 300 名様に、愛の聖地、

仏・ヴァレンタイン村にある「願い事の木」へメッセージを送ることができるメッセージ・カード 

をプレゼントします。 

	 

【内	 容】	 

■恋するミニギャラリー	 	 

当館所蔵の海外のレトロなヴァレンタイン・ポストカードやかわいいハート形の切手などを展示します。	 

■恋のクイズラリー	 	 	 	 

展示場にちなんだクイズに答えて、マリーの初恋を描いたスタンプを押してもらいましょう。	 

■2 月 14 日限定！	 

先着 300 名様にプレゼント！	 

	 2 月 14 日にご入館の先着 300 名様に、愛の聖地	 セント・ヴァ	 

レンタイン村にある「願いごとの木」にメッセージを送ること	 

ができるメッセージカードセットをプレゼントします。	 	 

■ヴァレンタインの記念小型印	 押印サービス（予定）	 

ヴァレンタイン・イベントの期間中、当館ミュージアムゆうびんきょ	 

くにて、オリジナルの消印（記念小型印）の押印サービスを行う予定です。	 

	 

≪ヴァレンタイン・ポストカード≫ 
	 	 	 	 	 	 郵政博物館	 蔵	 

≪セント・ヴァレンタイン村	  
	 	 	 	 	 	 	 	 「願いごとの木」≫ 



■ヴァレンタイン・ワークショップ	 （※各ワークショップは、別途博物館入館料がかかります）	 

Ⅰ	 ねんドル岡田ひとみの「ねんどでミニチュアクッキング」	 

	 	 	 <日	 時>	 2 月 1 日（日）	 	 	 ①11:00～12:30	 ②14:00～15:30	 

	 	 	 <定	 員>	 各回 30 名	 	 	 <料	 金>	 1,200 円（指導料・材料費込み）	 

	 	 	 <申込み方法>	 	 郵便博物館ホームページ又は往復はがきで申し込みください。応募期間は1月7日（水）

からです。先着順で受付し定員になり次第締め切ります。	 

	 	 	 	 	 	 	 〇往復はがきでの申込み	 	 

１．往復はがきの往信部裏面に、①お名前②ご住所③電話番号④希望時間（どちらの時間でも良	 
い方は第 1希望・第 2希望を記載）⑤参加者の年齢※複数参加の場合は全員のお名前と年齢	 
をご記入ください⑥付添いの有無（椅子の用意はございません）	 

	 	 	 	 	 	 ２．返信部表面に、返信用のお名前とご住所をお書きください。	 
	 	 	 	 	 	 ３．申込み先	 〒131-8139	 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 9階	 	 	 

郵政博物館「ヴァレンタイン・イベント」係	 

	 	 	 	 〇ホームページからの申し込み	 

	 	 	 	 	 	 １．郵政博物館ホームページ（http://www.postalmuseum.jp/）トップページのお問合せをクリック、
「お問合せフォーム」にてお申込みください。	 

	 	 	 	 	 	 ２．「お問合せフォーム」のお問合せ内容に以下の内容を必ず入力して、お申込み下さい。	 
	 	 ①施策名：「ねんどでミニチュアクッキング申込み」	 ②希望の時間（どちらの時間でも良い方は	 
第 1希望・第 2希望を記載第 2希望まで）③参加者の年齢	 ※複数参加の場合は全員の名前と年	 
齢をご記入ください。④付添いの有無（椅子の用意はございません）	 

Ⅱ	 活版印刷体験ワークショップ「making	 valentine	 ’s	 day	 cards」	 

	 	 	 <日	 時>	 2 月 8 日（日）	 10:00～17:00	 	 	 	 <料	 金>	 500 円（材料費込み）	 

	 	 	 	 	 <申込み>	 1 回 15 分程度、予約不要	 	 	 	 	 	 	 <協	 力>	 ファーストユニバーサルプレス	 

	 

＜ヴァレンタインイベントの概要＞ 

【会期】  2015 年 1 月 20 日（火）～2 月 15 日（日）  10:00～17:30（入場は 17:00 まで） 

【会場】     郵政博物館 多目的スペース 

 〒131-8139 東京都墨田区押上 1-1-2  東京スカイツリータウン・ソラマチ 9 階 
 

【入館料】 大人 300 円、小中高 150 円    ※10 名以上の団体は、大人 250 円/小中高 100 円 

※障がい者手帳をお持ちの方と介助の方は無料 
 

【イベント内容】 当館所蔵の海外のヴァレンタイン・ポストカード等の展示をはじめ、ねんドル 岡田ひとみさんと一緒に粘

土のミニチュア・チョコレートを作成するワークショップや、メッセージを活版印刷で印刷してオリジナルのヴ

ァレンタインカードを作成する体験ワークショップなど、ヴァレンタインにちなんだイベントを開催します。 

【アクセス】 

[交通]   東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線 

         京成押上線 都営浅草線：「押上（スカイツリー前）駅」下車すぐ 

         東武スカイツリーライン：「とうきょうスカイツリー駅」下車 

※博物館専用の駐車スペースはございません。公共の交通機関をご利用ください 

[東京スカイツリータウンイーストヤード 9階へのアクセス]  

       エスカレーターまたはエレベーターで8階まで。 

 8階で8-10階専用エレベーターへ乗りかえ、9階で降り右折正面。 
 

【主催】     郵政博物館 

【H P】  http://www.postalmuseum.jp/ 

【TEL（一般）】 TEL 03-6240-4311 

	 

	 

	  東京スカイツリータウン®	 

【プレスリリースに関するお問い合わせ】	 
郵政博物館（公益財団法人通信文化協会博物館部）	 担当：岩島、菊池	 

	 	 ℡：03-6240-4377	 	 Fax:03-3625-2521	 


