
 

 

２０１６年９月２０日  

東日本旅客鉄道株式会社 

盛 岡 支 社  

 

「ＳＬ銀河 2016 秋の旅」号を運行します！  

～専用びゅう旅行商品発売とＳＬ銀河関連イベントのお知らせ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「ＳＬ銀河 2016 秋の旅」号のご紹介 

（1）運 行 日 

2016 年 10 月 10 日（月・祝） 

（2）運行区間 

釜石線 釜石駅～花巻駅間 

（3）運行時刻   

通常の「SL 銀河」上り列車と同じ時刻で運行します。 

釜 石 陸中大橋 上有住 遠 野 宮 守 土 沢 新花巻 花 巻 

10:55 発 
11:27 着 

11:37 発 

11:55 着 

12:00 発 

12:41 着 

13:54 発 

14:27 着 

14:34 発 

14:54 着 

14:57 発 

15:07 着 

15:09 発 
15:20 着 

 

（4）使用車両 

『SL 銀河』 〈機関車〉Ｃ58 239 ＋〈客車〉キハ 141 系 4 両 

（5）「SL銀河 2016秋の旅」号のお楽しみメニュー 

「SL 銀河 2016 秋の旅」号では、“食欲の秋・芸術の秋”にふさわしい、様々なお楽しみメニュー

をご用意しています。 

 

 

○2014 年より釜石線で運行しご好評いただいております「SL 銀河」は、本年 10 月下旬より車両全般の定

期検査を行うため、今年度の運行を 10 月上旬で終了します。 

○JR 東日本盛岡支社では、運行開始 3 年目の締めくくりとして、お客さま・沿線地域の皆さまへの感謝の

気持ちを込め、10 月 10 日（月・祝）に、びゅう旅行商品専用「SL 銀河 2016 秋の旅」号を運行します。 

○「SL 銀河 2016 秋の旅」号は、ゆったりとした“SL の旅”と“食欲の秋・芸術の秋”を満喫していただくこと

をコンセプトに、釜石線沿線の魅力あふれる食のメニューや学生によるジャズ演奏を楽しみながら、

「SL 銀河」でのひとときをお過ごしいただくことのできるイベント列車としました。 

○また、「SL 銀河秋の旅」号の運行に合わせ、“めがね橋”に隣接する「道の駅みやもり」において、地元

の皆さまとともに「SL 銀河 2016 秋の旅」号を歓迎するイベントを実施するほか、運行前日の 10 月 9 日

（日）には、「SL 銀河」の機関車を間近でご覧いただくことのできるイベントを釜石駅で開催します。 

ぜひこの機会に、秋の釜石線をゆく SL の旅をお楽しみください！ 



  ★その１★ 釜石線沿線の魅力あふれる食のメニューを提供！ 

   釜石線沿線で地元の方々に愛され続けている味や、新たに開発された話題の商品を、車内でお配り

し、お楽しみいただきます。（遠野ジンギスカンとホップの若芽ウインナーは、遠野駅前でのご提供

となります。また、途中駅で乗降される場合も、すべてのメニューを提供します。） 

 

    三陸海宝漬            柿酢サイダー               銘菓かっこう          

 

 

 

 

 

 

 

   遠野ジンギスカン             わさび団子                  焼きプリン大福 

 

 

 

 

 

 

 

 

★その２★ 学生によるジャズ演奏で“芸術の秋”を満喫 

岩手大学の音楽サークル「岩手大学 くらむぼん JazzOrchestra」の皆さまに

よるジャズの生演奏を、車内でお楽しみいただきます。 

 

 

★その３★ 「SL 銀河 2016 秋の旅」号オリジナル 

カトラリー＆エコバッグ付き！ 

ご乗車のお客さま全員に、オリジナルカトラリー（スプーン＆

フォークのセット）とエコバッグ付きです。（お一人さまに 1 セッ

ト） 

 

 

★その４★ “一日車掌”が釜石から花巻までご案内！ 

“一日車掌”として、IBC 岩手放送の川島有貴アナウンサーが乗車し、「SL 銀河 2016

秋の旅」号でのひとときをナビゲートします。 

 

【お楽しみいただく食のメニュー（予定）】（メニューの画像はすべてイメージです。） 

○三陸海宝漬を使用したミニ丼（釜石）   ○柿酢サイダー（釜石）   ○銘菓かっこう（住田） 

○遠野ジンギスカンとホップの若芽ウインナー（遠野）  ○わさび団子（宮守）  ○焼きプリン大福（花巻） 

《この他にも、お酒やジュースなどのお振る舞いを予定しています！》 

オリジナルカトラリー(左)とエコバッグ(右) 

（イメージ） 

IBC 岩手放送 

川島有貴アナウンサー 

三陸産メカブやアワビをふんだんに
使用。当日はミニ丼スタイルで提供。 

釜石特産の甲子柿から作られた仙人柿
酢を使用。ほのかな甘みと酸味が特徴。 

一枚一枚手焼きした、香ばしくサクッとした
歯ざわりのアーモンド菓子。 

遠野名物ジンギスカンと、遠野産ホップの
若芽を使用したウインナーを遠野駅前で！ 

宮守名産の新鮮なわさびを使用。さわやか
なわさびの風味が楽しめます。 

地元産直で開発された、ホイップクリームと
焼きプリンをもち粉の生地で包んだ大福 

岩手大学くらむぼん JazzOrchestra(イメージ) 



（6）ご乗車方法 

「SL 銀河 2016 秋の旅」号は、全席をびゅう旅行商品で発売します。「みどりの窓口」等で指定席

券の発売は行いません。詳しくは２項をご覧ください。 

 

 

２ びゅう旅行商品「ＳＬ銀河 2016 秋の旅」を発売！ 

 

 

 

 

 

 

 

（1）出 発 日  

【宿 泊コース】 

2016 年 10 月  9 日（日）出発日限定（1 泊 2 日） 

【日帰りコース】 

2016 年 10 月 10 日（月・祝）出発日限定  

（2）募集人員 

 126 名 

（3）旅行代金（おとな 1名様） 

コース 出発駅 
「SL 銀河 2016 秋の旅」号乗車区間 

釜石⇒花巻 釜石⇒遠野 遠野⇒花巻 

宿 泊 青森～盛岡～一ノ関 15,600～23,000 円※ 設定なし 設定なし 

日帰り 

花巻・新花巻 6,500 円 設定なし 5,300 円 

遠 野 設定なし 5,300 円 5,300 円 

釜 石 6,500 円 5,300 円 設定なし 

※宿泊コース（釜石～花巻 SL 乗車）の代金は、盛岡駅発着の場合の代金です。 

◎宿泊コースの宿泊施設は、ホテルフォルクローロ三陸釜石、三陸花ホテルはまぎく、釜石ベイシティホテル、ホテルサンル

ート釜石からお選びいただけます。 

◎宿泊コースは 1 泊朝食付き（三陸花ホテルはまぎくのみ、1 泊 2 食付き）です。日帰りコースには食事はつきません。 

◎旅行代金やコースについて、詳しくは専用パンフレットをご覧ください。 

 

（4）発売開始日時 

2016 年 9 月 20 日（火）14 時 00 分発売開始 

（5）発売箇所 

岩手、青森県内の主な駅にある「びゅうプラザ」(※)、または「びゅう予約センター」（電話

0570-04-8950）でお求めいただけます。       ※びゅうプラザ弘前駅ではお求めいただけません。 

（6）そ の 他 

2 名様以上でお申し込みください。 

 

 

「SL 銀河 2016 秋の旅」号にご乗車いただくには、びゅう旅行商品

「SL 銀河 2016 秋の旅」をお買い求めください。 

ゆっくりと釜石にご滞在いただける宿泊コースと、SL の旅を気軽

にお楽しみいただける日帰りコースをご用意しております。 

商品に関する詳細は専用パンフレット（右図）をご覧ください。 

「SL 銀河 2016 秋の旅」 

専用パンフレット (イメージ) 

お求めは、岩手・青森県内のおもな駅の「びゅう

プラザ」または、「びゅう予約センター」へ！ 



３ 「“めがね橋”で SL 銀河を歓迎しよう」イベント開催！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「めがね橋で“ＳＬ銀河”を歓迎しよう」開催概要 

（1）開催日時 

2016 年 10 月 10 日（月・祝）14 時 15 分～14 時 30 分頃 ※参加受付は 14 時 00 分～14 時 15 分 

 （2）開催場所 

 道の駅みやもり 西側広場（岩手県遠野市宮守町下宮守 30-37-1） 

 （3）開催内容 

 「SL 銀河 2016 秋の旅」号が“めがね橋”を通過する際、横断幕と手旗を使って歓迎します。 

 （4）参加方法 

 参加希望の方は、上記受付時間内に道の駅みやもりへお集まりください。 

 （5）参 加 費 

 無料（現地までの交通費等は参加者の負担となります。） 

（6）そ の 他 

・受付の際、歓迎手旗をお一人に一本お渡しします。 

・歓迎手旗の数には限りがあります。在庫切れの際はご容赦ください。 

・道の駅みやもりの駐車台数には限りがあります。周辺の店舗や施設、路上へ

の駐車は絶対におやめください。 

・少雨決行ですが、荒天等やむを得ない事情により「SL 銀河 2016 秋の旅」号

が運休となった場合など、事前の予告なく本イベントを中止することがあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歓迎手旗（イメージ） 

釜石線沿線では、「SL 銀河」運行のたびに、多くの方が列車に手を振ってくださいます。その中でも、宮

沢賢治の作品「銀河鉄道の夜」をイメージさせる“めがね橋”に隣接した「道の駅みやもり」（岩手県遠野市

宮守町）では、道の駅利用の方に加え、多くの地元の方や鉄道ファンが、列車を出迎えてくださいます。 

このたび、「SL 銀河 2016 秋の旅」号運行に合わせ、沿線自治体等の呼びかけにより、“めがね橋”で列

車を歓迎するイベントを開催することとなりました。 

今年度の最終運行「SL 銀河 2016 秋の旅」号を、地元の方々と一緒に“めがね橋”で歓迎しませんか！ 

めがね橋を渡る｢SL 銀河｣下り列車 

(当日は上り列車で、画像とは逆向きになります。) 

みんなで｢SL 銀河｣を歓迎しよう！ 

(画像は 2014 年の運行時の様子) 



４ 「『SL 銀河』機関車一般公開 in 釜石」を開催！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 10 月に釜石駅で開催した機関車公開イベントの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （1）開催日時   

2016 年 10 月 9 日（日） 10 時 00 分～12 時 00 分  ※入場受付は 9 時 30 分～11 時 00 分 

（2）開催場所   

JR 釜石駅構内（入場受付は、JR 釜石駅前で行います。） 

 （3）開催内容 

★その１★ 機関車検修体験 

（抽選制。小学生以下のお子さまを含む親子 10 組限定） 

    「SL 銀河」の検修員と一緒に、機関車の打音検査や注油作業を

体験できます。抽選券は、当日 9 時 30 分～10 時 00 分に受付でお

渡しし 10 時 15 分より会場で抽選します。 

 

 

 

   ★その２★ 「SL 銀河」オリジナルパズル完成競争会（小学生以下のお子さま限定） 

    「SL 銀河」オリジナルジグソーパズルを組み立て、そのスピードを競います。完成したジグソ

ーパズルはプレゼント！上位入賞者には、オリジナルグッズを差し上げます。 

 

   ★その３★ 「SL 銀河」ヘッドマークぬり絵（小学生以下のお子さま限定） 

    ぬり絵で自分だけの「SL 銀河」ヘッドマークを作り、機関車のレプリカに飾って記念撮影をす

ることができます。 

 

 

毎回ご好評いただいているイベント「『SL 銀河』機関車一般公開 in 釜石」を、10 月 9 日（日）に釜石駅で

開催します。 

今回は、小学生以下のお子さまを含む親子 10 組限定で、検修員と一緒に機関車の点検作業（打音検

査、注油作業）を体験できる時間を設定します。他にも、N ゲージ（鉄道模型）の展示やオリジナルジグソー

パズルの完成競争など、お楽しみイベントが盛りだくさんの 2 時間です。 

「SL 銀河」の機関車「Ｃ58 239」を間近でご覧になれる、今年度最後のチャンス！皆さまのご来場をお待

ちしております！ 

機関車検修体験(イメージ) 

転車台での機関車回転作業を見学 オリジナルパズル完成競争 Ｎゲージ(鉄道模型)展示 



   ★その４★ Ｎゲージ（鉄道模型）展示 

    昨年も好評だったＮゲージ（鉄道模型）展示が、よりスケールアップして帰ってきます。 

 

   ★その５★ 記念撮影コーナー 

    子ども用制服（車掌服、機関士・検修員の作業服）を着用して、記念撮影ができます。 

 

   ★その６★ 各種販売コーナー 

    SL 銀河オリジナルグッズなどの販売を行います。（鉄道部品の販売はありません） 

また、釜石駅隣接の「ホテルフォルクローロ三陸釜石」では、「『SL 銀河』機関車一般公開 in 釜

石」にご来場のお客さま 100 名様限定で、ランチブッフェを特別価格でお楽しみいただけます。（「『SL

銀河』機関車一般公開 in 釜石」のチラシをお持ちください。） 

 

（4）そ の 他 

   ・会場に駐車場はありません。お車でお越しの場合は、周辺の有料  

駐車場をご利用ください。 

   ・会場には足元の悪い場所がありますので、動きやすい服装・履物

でご来場ください。また、安全のため、会場では必ずスタッフの

ご案内にしたがってください。 

・荒天等の理由により、やむを得ずイベントの内容を変更または 

中止する場合があります。 

 

 
｢SL 銀河｣機関車一般公開 in 釜石 

チラシ(イメージ) 









「SL銀河」機関車
一般公開in釜石

入場
無料

JR釜石駅構内SL専用線周辺施設

※駐車場はございませんのでご注意ください。
※荒天時など、その他の影響により中止となる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
※内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※配置されている画像、イラストはイメージです。

開催日時

※受付はJR釜石駅前
※受付開始  9:30から
※最終受付11:00まで

10:00-12:00（小雨決行）
2016.10.9 sun

会　場

間近で「SL銀河」機関車に会える日

2016.10.9

大　人（中学生以上）
1,080円（税込）

ランチ営業時間11:30～14:00（L.O）

こども（小学生）
540円（税込）

幼　児（3歳以上）

1,500円▶

1,000円▶

600円▶ 320円（税込）
チラシ
持参で
割引!!

10/9限り!
先着100名様

「SL銀河」
オリジナルパズル
完成競争会

上位入賞者には
オリジナル
グッズ進呈！

自分だけの「SL銀河」
ヘッドマークを作ろう！

「SL銀河」
ヘッドマーク
ぬり絵

みんな集まれ！
１日限りの楽しいイベント

1 2

●参加対象：小学生以下のお子さま

検修体験

会場では他にも
・SL銀河の車掌服や
 作業服を着て
 記念撮影

小学生以下のお子さまを含む
親子10組限定!!
「SL銀河」機関車の

打音検査、注油作業の体験を
抽選で行います。

抽選券は受付の際配布いたします。

10:00までに受付を
お済ませください。

ランチブッフェ
「SL銀河」機関車一般公開in釜石記念

Nゲージ
展示

「三陸ピザ」や「県産ブドウと
リンゴのタルト」など親子で
楽しめる三陸・岩手の秋、
100名様限定ランチブッフェ
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