
 

 

 

２ ０ １ ７ 年 ９ 月 ２ ２ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

盛 岡 支 社  

第 24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 24 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 期間 

「鉄道の日」 ・・・2017 年 10 月 14 日（土） 

「鉄道の旬間」・・・2017 年 10 月 11 日（水）～20 日（金） 

 

2 場所  

岩手県内の主要駅および気仙沼駅、鹿角花輪駅 

 

 

 

3 日時および内容 

実施駅 日時 内容 

盛岡駅 

 

10 月 14 日（土） 

9：30～15：00 

【盛岡駅まつり＆復興応援市】 

・ＪＲ東日本グループさんさ踊り 

・ＹＯＳＡＫＯＩソーラン 

・岩手県立不来方高等学校音楽部の合唱 

・極真空手の演武 

・新幹線トレインジャーとジャンケン大会 

・お宝まき（餅や野菜、お土産品など） 

・復興ライブ（宇夫方景子） 

・地元のバンドライブ（Ｇ＆Ｂ） 

・岩手県立盛岡第二高等学校吹奏楽部の演奏 

・新幹線ペーパークラフト教室 

・リゾートあすなろ周遊号のお見送り 

（ＪＲ東日本グループさんさ踊りなど 13：25 発） 

【ＪＲ東日本グループさんさ踊り】 

【新幹線トレインジャー】 



一ノ関駅 

 

 

10 月 14 日（土） 

10：00～12：00 

 

 

・二代目 時の太鼓顕彰会による太鼓演奏 

・Ｎゲージ展示 

・ちょっぴりプレゼント 

・一日駅長の POKÉMON with YOU トレイン出発 

合図（11:01 発） 

10 月 14 日（土） 

～24 日（火） 

・鉄道写真展 

 

水沢江刺駅 

10 月 14 日（土） 
・ちょっぴりプレゼント 

・一日駅長のやまびこ 44 号出発合図（11：37 発） 

10 月 12 日（木）   

～15 日（日） 

・水沢盆栽会の山野草展示 

 

北上駅 

 

10 月 14 日（土） 

10：30～15：00 

 

・北上市イメージキャラクター、新幹線トレインジャ

ーのおもてなし 

・川岸かっぱ太鼓の演奏 

・こども鬼剣舞の披露 

・北上チアリーディングクラブ Diamonds の演技 

・新幹線ペーパークラフト教室 

・こども写真撮影会（駅長服・ＳＬナッパ服） 

・こども鉄道安全教室 

・二子いものこ汁のお振る舞い 

・餅まき 

・北上、西和賀産直市 

・リゾートあすなろ周遊号のお出迎えお見送り 

（新幹線トレインジャーなど 14:05 着 14:16 発） 

新花巻駅 

10 月 14 日（土） ・ちょっぴりプレゼント 

10 月 14 日（土） 

～30 日（月） 

・鉄道写真展 

・鉄道絵画展 

いわて 

沼宮内駅 

10 月 14 日（土） ・ちょっぴりプレゼント 

10 月 1 日（日） 

～15 日（日） 

・東北、北海道新幹線記念スタンプ展 

・鉄道写真展 

二戸駅 

10 月 7 日（土） 

～20 日（金） 

・鉄道絵画展 

10 月 12 日（木）

～20 日（金） 

・「二戸のまつり和紙人形」展 

遠野駅 

10 月 8 日（日） 

12：10～13：35 

・「ＳＬ銀河」発着時にちょっぴりプレゼントや郷土芸

能の披露、横断幕などでのおもてなし 

（12:41 着 13:54 発） 

・一日駅長の「ＳＬ銀河」出発合図 

10 月 7 日（土） 

～15 日（日） 

・「ＳＬ銀河」写真展 

  
 

【紅葉の中を走行する「ＳＬ銀河」】 

 

 【水沢江刺駅 山野草の展示】 

 【水沢江刺駅 山野草の展示】 

 

 【水沢江刺駅 山野草の展示】 

 【水沢江刺駅 山野草の展示】 

【一ノ関駅  

二代目 時の太鼓顕彰会】 

【水沢江刺駅  

水沢盆栽会の山野草展示】 

【いわて沼宮内駅  

東北、北海道新幹線記念スタンプ展】 

【北上駅 こども鬼剣舞】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 その他 

（1） 実施内容は 9 月 22 日現在の予定です。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 8 日は「ＳＬ銀河 2017 秋の旅」号を運行します。（8 月 30 日お知らせ済） 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

釜石駅 

 

10 月 8 日（日） 

10：30～10：55 

・紅白餅のお振る舞い 

・ちょっぴりプレゼント（釜石市ご協力） 

・一日駅長と釜石市イメージキャラクター「かまリ

ン」の「ＳＬ銀河」出発合図（10：55 発） 

10 月 1 日（日） 

～15 日（日） 

・「ＳＬ銀河」写真展 

宮古駅 
10 月 10 日（火） 

～19 日（木） 

・鉄道絵画展 

 

気仙沼駅 

10 月 14 日（土） 

13：10～14：00 

・POKÉMON with YOU トレイン車両公開 

（プレイルームを除いた車内見学） 

・線路メンテナンスで活躍する保守用機械展示 

・一日駅長の POKÉMON with YOU トレイン出発合

図（14：37 発） 

10 月 7 日（土） 

～16 日（月） 

・鉄道絵画展 

 

鹿角花輪駅 
10 月 7 日（土） 

～21 日（土） 

・鉄道絵画展 

【北上駅鉄道絵画展】 

※写真はすべてイメージです。 

 

©2017Pokémon.©1995-2017Nintendo/Crea

tures Inc. /GAME FREAK inc.ポケットモンス

ター・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。 

 

【POKÉMON with YOU トレイン】 

 



・10月14日鉄道の日[1994年（平成6年）制定]
・鉄道旬間（10月11日～10月20日）
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第24回
「鉄道の日」・「鉄道の旬間」記念行事

復興応援市復興応援市復興応援市

主催：JR東日本盛岡駅
共催：JR東日本グループ〔JR東日本東北総合サービス㈱盛岡支店、盛岡ターミナルビル㈱、㈱JR東日本リテールネット盛岡支店、㈱日本レストランエンタプライズ盛岡列車営業支店〕

ステージ内容

参加出店 ※都合により出店者が変更となる場合があります。

場所▶盛岡駅2階南側コンコース
時間▶11：00～15：00

※小学生以下のお子さまが対象。
（ただし、保護者同伴に限ります。）

新幹線ペーパークラフト教室
親子で新幹線を作ろう!!

13:00スタート!!
どんな「お宝」が
入っているかは
当日のお楽しみ♪

会場▶盛岡駅前 滝の広場
時間▶9:30～15：00

※数に限りがございます。

JR東日本グループさんさ踊り～おもてなしさんさ踊り

9:30～ 開会セレモニー

9:40～

10:30～ 岩手県立不来方高等学校 音楽部の合唱

13:00～ お宝まき

13:20～ 復興ライブ《宇夫方景子》

12:20～ 新幹線トレインジャーとジャンケン大会

13:50～

14:20～

地元のバンドライブ《G&B》

岩手県立盛岡第二高等学校 吹奏楽部の演奏

15:00 閉会セレモニー

11:50～

11:10～ 極真空手の演武

10:00～ YOSAKOIソーラン

JR東日本グループさんさ踊り～おもてなしさんさ踊り

※掲載写真・イラストはすべてイメージです。※都合によりイベント内容、時間等が変更となる場合があります。※荒天など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。

参加費無料

10/1510/14
同時開催同時開催

盛岡駅社員による縁日コーナー！
ダーツや輪投げ、
水ヨーヨー等で遊べるよ！ 無料で

遊べる!

ミニミニ縁日ミニミニ縁日

※都合によりイベント内容、時間等が変更となる場合があります。
※荒天など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。

新幹線
トレインジャーも
遊びに来るよ!!

宝お ま き

●陸前高田市　●八幡平市　●みやこ夢レール創造事業実行委員会
●釜石振興開発㈱かまいし特産店　●㈱岩泉産業開発
●いわいずみ炭鉱ホルモン鍋発掘隊　●三陸鉄道㈱
●神子田朝市　●ちゃんこ大五郎　●JR東日本グループ 各社
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