
２０１６年９月２９日  

東日本旅客鉄道株式会社 

盛 岡 支 社  

 

岩手県内及び気仙沼駅 

第 23 回「鉄道の日」・「鉄道の旬間」記念行事の実施について 

 

明治 5年（1872年）10 月 14日に新橋～横浜間に日本で最初の鉄道が開業したことを受け、その誕生と発展を

記念し、平成 6 年（1994 年）から、毎年 10 月 14 日を「鉄道の日」と定め、国土交通省と鉄道事業者等が一体

となって、多彩な行事を全国各地で実施しております。 

JR 東日本盛岡支社では、第 23回「鉄道の日」・「鉄道の旬間」の取り組みとして、地域のみなさまのご協力を

いただきながら、各主要駅においてさまざまなイベントを開催します。 

 

 

1 実施期間 

「鉄道の日」 ・・・2016 年 10 月 14 日（金） 

「鉄道の旬間」・・・2016年 10 月 11 日（火）～10月 20日（木） 

 

2 実施目的 

   （1） 鉄道が地域の皆さまに愛されること 

   （2） 鉄道の役割について地域の皆さまの関心を深めること 

 

3 実施内容（9月 29 日現在） 岩手県内の主要駅および気仙沼駅 

実施駅 日時 内容 

盛岡駅 

（別紙参照） 

10 月 15 日（土） 

9：30～15：00 

【盛岡駅まつり＆復興応援市】 

・ＪＲさんさによるおもてなしさんさ踊り披露 

・盛岡道場による極真空手演武の披露 

・紫波ひめ隊による餅のお振る舞い（200食） 

・不来方高校合唱部による合唱 

・復興ライブ 

・Ｇ＆Ｂバンドライブ（地元バンド） 

 

【田沢湖線全線開通 50周年記念イベント】 

・ＩＢＣラジオ公開収録「歌って！笑って！！

民謡まわり舞台」 

・道の駅雫石あねっこによる出店、物品販売 

・雫石町の観光ＰＲコーナー設置 

 

 

【田沢湖線全線開通 50 周年記念 
ロゴマーク】 

【盛岡駅 ＪＲさんさ】 



盛駅 

10月 9日（日） 

9：50～15：00 

 

 

【三陸鉄道・岩手開発鉄道・ＪＲ盛駅 

３社合同イベント ３鉄まつり】 

・関係者による餅まき 

・大船渡東高校太鼓部による演奏 

・地元園児によるパフォーマンス 

（平田
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幼稚園・吉浜
よしはま

こども園・綾里
りょうり

こども園・

越喜来
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幼稚園・保育所） 

・新幹線トレインジャーショー 

・三鉄サイダー早飲み競争 

・ミニＳＬの運行 

・キッチンカーや物販コーナーの出店 

・似顔絵コーナー等 

気仙沼駅 

10月 3日（月） 

～10月 10日

（月・祝） 

・鉄道鉛筆画展（待合室） 

10 月 8日（土） 

11：30～15：30 

・POKÉMON with YOUトレイン車両公開 

（プレイルームを除き、車内の見学ができます） 

・線路メンテナンスで活躍する保守用機械展 

・一日駅長による出発合図 

釜石駅 

10月 9日（日） 

10：00～12：00 
・「ＳＬ銀河」機関車一般公開 in釜石 

10 月 15 日（土） 

9：50～11：00 

・一日駅長による出発合図 

・紅白餅のお振る舞い 

10 月 15 日（土） 

～10月 16日（日）  

・「ＳＬ銀河」写真展 

遠野駅 

10月 10 日 

（月・祝）～ 

10月 20 日（木） 

・「ＳＬ銀河」写真展 

・リトアニア写真展 

（元リトアニア日本領事館領事代理 杉原千
す ぎ は ら ち

畝
う ね

様にゆかりの深い遠野でリトアニアを紹介   

します） 

10 月 10 日 

（月・祝） 

12:10～13：35 

・「ＳＬ銀河」発着時でのちょっぴりプレゼント

の配布や横断幕などでのおもてなし 

（ＳＬ銀河 12：41着 13：54発） 

・一日駅長の出発合図 
（元リトアニア日本領事館領事代理    
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※10月 10日（月・祝）は 

「ＳＬ銀河 2016 秋の旅」号を運行します。 

新花巻駅 

10月 14 日（金） 

10：00～11：00 

・ちょっぴりプレゼントの配布 

（煎餅・社員手作りしおり等） 

10 月 14 日（金） 

～10月 18 日（火） 

・矢沢小学校による鉄道絵画展 

・「ＳＬ銀河」写真及びメッセージボードの展示 

【釜石駅 紅白餅のお振る舞い】 

©2016 Pokémon. ©1995-2016 

Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. 

ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチ 
ャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 

 

【気仙沼駅 POKÉMON with YOU 

トレイン車両公開】 

 

 

 

【盛駅 トレインジャーショー】 

    

 

 

【ＳＬ銀河】 

【新花巻駅 鉄道絵画展】

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 その他 

（1） 実施内容は 9月 29日現在の予定です。各駅のイベント内容については天候やその他の理由により、 
中止または変更となる場合がございます。 

（2） プレゼントの配布やお振る舞いなどは数に限りがございます。なくなり次第、終了とさせていただ

きますので、あらかじめご了承ください。 
（3） 10月 9日（日）は釜石駅にて「ＳＬ銀河」機関車一般公開 in釜石を開催します。 

また、10月 10日（月・祝）は「ＳＬ銀河 2016秋の旅」号を運行します。（9月 20日お知らせ済） 

 
 
 
 

花巻駅 

10月 15 日（土） 

10:00～12：00 

・ちょっぴりプレゼントの配布 

（クイズ解答の先着 50名に携帯ストラップ、 

ＳＬ缶バッジ） 

10 月 11 日（火） 

～10月 20 日（木） 
・たかき幼稚園による鉄道絵画展 

一ノ関駅 

10月 14 日（金） 

～10月 24 日（月） 
・鉄道写真展 

10 月 14 日（金）

10：30～ 
・愛

あ い

心
し ん

幼稚園による合唱 

10 月 15 日（土）

10：30～ 

・時の太鼓顕彰会による演奏 

・一関グリークラブによるコーラス及び 

一日駅長の実施 

水沢江刺駅 

10月 11 日（火） 

～10月 20 日（木） 
・水沢盆栽会による山野草の展示 

10 月 14 日（金）

10：00～ 

・ちょっぴりプレゼントの配布 

（コーヒー・茶・お菓子等） 

北上駅 
10月 13日（木）  

～10月 19日（水）   

・地元園児による鉄道絵画展 
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沼宮内駅 

10月 11 日（火） 

～10月 20 日（木） 

・昔懐かしの鉄道写真パネル展 

・東北、北海道新幹線各駅の記念スタンプ展示 

・ちょっぴりプレゼントの配布（特製しおり等） 

二戸駅 
10月 11 日（火） 

～10月 20 日（木） 

・地元の幼稚園による鉄道絵画展 

（まつのまるこども園・田子
た っ こ

保育園）  

・「二戸のまつり和紙人形」展 

宮古駅 
10月 11 日（火） 

～10月 20 日（木） 
・小百合

さ ゆ り

幼稚園による鉄道絵画展 

 

   

 

 

 

 

【宮古駅 鉄道絵画展】 

【水沢江刺駅 山野草の展示】 

【一ノ関駅 時の太鼓演奏】 

※写真はすべてイメージです。 





２０１６年９月２９日 

東日本旅客鉄道株式会社 

盛 岡 支 社 

青森県内 

第 23 回「鉄道の日」・「鉄道の旬間」記念行事の実施について 

 

明治 5年（1872年）10 月 14日に新橋～横浜間に日本で最初の鉄道が開業したことを受け、その誕生と発展を

記念し、平成 6 年（1994 年）から、毎年 10 月 14 日を「鉄道の日」と定め、国土交通省と鉄道事業者等が一体

となって、多彩な行事を全国各地で実施しております。 

JR 東日本盛岡支社では、第 23回「鉄道の日」・「鉄道の旬間」の取り組みとして、地域のみなさまのご協力を

いただきながら、各主要駅においてさまざまなイベントを開催します。 

 

1 実施期間 

「鉄道の日」・・・・2016 年 10 月 14 日（金） 

「鉄道の旬間」・・・2016年 10 月 11 日（火）～10月 20日（木） 

 

2 実施目的 

  （1） 鉄道が地域の皆さまに愛されること 

  （2） 鉄道の役割について地域の皆さまの関心を深めること 

 

3 実施内容（9月 29日現在） 青森県内の主要駅 

 

実施駅 日時 内容 

八戸駅 
10月 10日（月･祝） 

9：00～11：30頃 

・さえずりの森保育園によるお遊戯披露 

・八戸学院光星高校チアリーディング部披露 

・JR社員によるスコップ三味線演奏、虎舞披露 

・八戸小唄・八幡馬のうた雅会による手踊り 

・ちょっぴりプレゼント 

七戸十和田駅 10月 15日（土） 

・観光パンフレット、ちょっぴりプレゼント 

・南部縦貫レールバス写真展 

展示期間：11日（火）～20日（木） 

青森駅 

 

※別紙参照 

10月 15日（土） 

10：00～16：00 

・青函輸送の変遷展示 

・ＳＬパネルと明治の制服での記念撮影 

・青森駅の歴代列車のヘッドマーク展示 

 

＜各種展示コーナー＞8日（土）～20日（木） 

・懐かしの青森駅写真パネル展示 

・駅にちなんだ川柳の展示  

・青森保育所園児のＳＬ切り絵展示 

【スコップ三味線演奏】 

【ヘッドマーク展示】 

【ちょっぴりプレゼント】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 その他 

（1） 実施内容は 9月 29日現在の予定です。各駅のイベント内容については天候やその他の理由により、 

中止または変更となる場合がございます。 

（2） ちょっぴりプレゼントの配布等は数に限りがございます。なくなり次第、終了とさせていただきますの

で、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新青森駅 

 

 

10月 8日（土） 

9：00～15：00 

・一日駅長（新城小学校生徒）による出発式 

・ペーパークラフト 

・ゆるキャラ、ねぶた囃子等によるおもてなし 

・鉄道模型運転会 

・神社建立（手作りお守り） 

・駅員の一日紹介（模擬切符の作成体験、 

マジックハンド、起床装置体験、クイズ等） 

※当日整理券を配布いたします。 

・あおもり旬味館「魚っ喰いの田」でのマグロ

解体ショー 

大湊駅 10月 15日（土） 

・「ヒバップル」、ＪＲバスクラフト作成教室 

・書道作品展 

展示期間 12日（水）～31日（月） 

 
  

  

【一日駅長出発式】 

【鉄道模型運転会】 

【書道作品展】 



 

青森駅「鉄道の日」「鉄道の旬間」記念イベントについて 

 

 

 

 

【イベント内容】                     ※ 写真はイメージです 

 
 1.  「懐かしの青森駅写真パネル展示」 

10月 8 日(土)～10 月 20日(木)  

場所：青森駅エスカレーター壁側面・特設 

   ・青森駅所蔵の写真パネルをエスカレーター壁面に展示 

 

2.  「青函輸送の変遷展示」 

10月 15日(土)10：00～ 

場所：青森駅東口コンコース特設コーナー 

   ・八甲田丸、津軽丸など青函航路を彩った連絡船などの歴史を展示 

 

 3.  ＳＬ顔出しパネルと明治の駅長制服での記念撮影 

  10月 15日(土)10：00～15：00   

場所：青森駅東口コンコース特設コーナー 

   ・撮影されたお客さまにちょっぴりプレゼント 

   ※ちょっぴりプレゼントは無くなり次第終了します 

 

４.  駅にちなんだ川柳の展示  

10月 8 日(土)～10 月 20日(木) 

各賞発表は 10月 14日 

場所：青森駅東口コンコース特設コーナー 

   ・青森駅ご利用のお客さまから募集した川柳展示 

 

５．保育園児のＳＬ切り絵展示 

10月 8 日(土)～10 月 20日(木) 

場所：青森駅跨線橋特設コーナー 

   ・青森保育園、年長の子供たちが作った切り絵でＳＬ展示 

 

６．青森駅に関連した歴代列車のヘッドマーク展示 

    10月 15日（土)10：00～15：00 

場所：青森駅東口コンコース特設コーナー 

   

７. その他（鉄道トリビアクイズ、ＳＬ銀河ＤＶＤ上映、沿線・観光列車紹介など） 

※イベント内容は、変更となる場合がありますのでご承知ください。 

10 月 11 日(火)～10 月 20 日(木)の「鉄道の旬間」に合わせて、青森駅では 10 月 15 日(土)に、日頃から青

森駅をご利用いただいているお客さまや地域の皆さまへの感謝の気持ちを込めて記念のイベントを開催いた

しますので、ぜひお立ち寄りください。 

別紙 
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