
◎各地での主な関連行事予定 
 
実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

北海道地区 ○北海道地区実行委員会（北海道運輸局：℡０１１－２９０－２７３１） 

 ・イベント列車「旭山動物園号」で行く！旭山動物園親子ツアー（10/10、札幌～旭川） 

○ＪＲ北海道（℡０１１－７００－５７２９） 

 ・児童絵画展（10/10～10/18、主要駅） 

 ・苗穂工場・苗穂運転所・社員研修センター、五稜郭車両所一般公開（10/10） 

  ・チャリティーコンサート2009（10/28 札幌） 

○ＪＲ貨物北海道支社（℡０１１－７３７－２７１５） 

 ・苗穂車両所一般公開（10/10） 

○札幌交通事業振興公社（℡０１１－２５１－０８２２）（後援：札幌市交通局） 

 ・「鉄道の日」記念スタンプラリー（10/1～10/31） 

○函館市交通局（℡０１３８－３２－１７３０） 

・「はこだてカルチャーナイト2009」市電運転シミュレーター展示（10/9） 

・市電カラオケ大会（10/10） 

・「鉄道の日」スタンプラリー、530号車で巡る函館の今昔（10/11） 

・「鉄道の日」200円均一運賃（10/14） 

 ・市電運転体験会（10/18） 

東 北 地 区 ○東北地区実行委員会（東北運輸局：℡０２２－７９１－７５２６） 

 ・「鉄道フェスティバルｉｎ東北」（「ＪＲ貨物ふれあいｉｎ東北」と共同開催） 

  (10/4ＪＲ貨物宮城野駅構内) 

  鉄道グッズ販売、パネル展示、鉄道模型ジオラマの展示、金太郎（ＥＨ５００）展示等 

○ＪＲ東日本盛岡支社（℡０１９－６５２－４０１２） 

 ・１日駅長（主要駅） 

○ＪＲ東日本秋田支社（℡０１８－８３２－５８７３） 

 ・秋田総合車両センターフェア（10/17 秋田総合車両センター） 

  ・秋田駅コン、鉄道模型展示（10/12 秋田駅） 

○仙台市交通局（℡０２２－７１２－８３４３） 

 ・記念地下鉄絵画展(10/3～10/16、地下鉄仙台駅) 

○青い森鉄道（℡0178-21-3131） 

 ・青い森鉄道青森開業プレイベント 

・ロゴマークとイメージキャラクター発表会、駅弁、青い森鉄道グッズ販売(10/11) 

・ミニ SL ツアー、Nゲージジオラマ模型展示（10/10～11） 

○ＩＧＲいわて銀河鉄道（℡０１９－６５２－９８０２） 

 ・「銀河鉄道まつり２００９」保守用車・レールスターの展示試乗会、IGR7000 系電車展示、

売店等(10/10 好摩駅構内) 

○由利高原鉄道（℡０１８４－５６－２７３６）○秋田内陸縦貫鉄道（℡０１８－８４７－１１

８１） 

  ・「ABS フェスティバル」（10/10、10/11） 

○山形鉄道（℡０２８３－８８－２００２） 

 ・「ながい線まつり」オリジナル商品販売、各種売店、地元生徒による吹奏楽（10/25 長井駅、

荒砥駅、宮内駅） 

○阿武隈急行（℡０２４－５７７－７１３２） 

 ・全線フリー乗車券販売（10/14） 

○八戸臨海鉄道（℡０１７８－２７－３２８１） 

  ・幼稚園児のミニＳＬ乗車・機関車（ＤＤ５６）見学会・ＪＯＴクールコンテナの体験 

 

 



 

北陸信越地区 
    

○北陸信越地方実行委員会（北陸信越運輸局：℡０２５－２４４－６１１７） 

 ・第１６回「鉄道の日」北陸信越地方実行委員記念イベント（10/11 長野駅自由通路・善光寺口

広場） 

  北陸新幹線建設局パネル展、ステージイベント、鉄道ＰＲイベント、チャリティイベント 

○ＪＲ東日本長野支社（℡０２６－２２４－４６５４） 

  ・長野駅「鉄道の日」フェア～「信州デスティネーションキャンペーン」プレイベント～（10/10

ＪＲ長野駅） 

   ・ＪＲ長野 鉄道フェスタ（10/10 長野総合車両センター） 

   ・松本駅「鉄道の日」フェア（10/10 ＪＲ松本駅） 

○北越急行（℡０２５－７５０－１２５１） 

 ・Ｎゲージ模型走行・展示、「鉄道の日」記念駅西まつり（10/18 十日町駅コンコース・西口広

場） 

  ・ゆめぞらの上映（10/13～16、19,20） 

○黒部峡谷鉄道（℡０７６５－６２－１３７５） 

 ・「鉄道の日」記念イベント  機関車検修庫見学会（10/4 機関車検修庫）  

○万葉線（℡０７６６－２５－４１３９） 

 ・ミニアイトラム運転、鉄道グッズの販売 （10/10 米島車庫） 

○のと鉄道（℡０７６８－５２－４４２２） 

 ・NT200運転体験、軌道自転車体験運転、鉄道模型運転（10/12 穴水駅） 

〇松本電気鉄道（℡０２６３－２６－７３１１） 

 ・記念入場券、鉄道グッズの販売（10/10 松本駅） 

〇北陸鉄道（℡０７６－２７２－２２２１）                        

 ・「ほくてつ電車まつり２００９」ミニSLの体験乗車、鉄道模型走行、鉄道用品販売（10/4

  鶴来駅） 

 

関 東 地 区 ○関東実行委員会（関東運輸局：℡０４５－２１１－７２３９） 

 ・「ＹＯＫＯＨＡＭＡトレインフェスティバル２００９」(10/3･4 横浜駅東口 横浜新都市プラザ)

ﾊﾟﾈﾙｸｲｽﾞﾗﾘｰ､｢関東の鉄道お宝ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ｣写真展示、ｽﾃｰｼﾞｱﾄﾗｸｼｮﾝ、工作教室、鉄道ｸﾞｯｽﾞ販売等

○西武鉄道（℡０４－２９９６－２８８８ 西武鉄道お客さまセンター） 

  ・「西武ﾄﾚｲﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2009in 横瀬」（10/4､西武秩父線横瀬車両基地)   

○小田急電鉄（℡０３－３４８１－００６６）                       

 ・「ファミリー鉄道展 2009」車両展示、鉄道ｸﾞｯｽﾞ販売等 (10/17･18 海老名電車基地等) 

○相模鉄道（℡０４５－３１９－２１１１） 

  ・かしわ台電車基地親子見学会(10/24、かしわ台電車基地)   

○新京成電鉄（℡０４７－３８９－１１１０）                       

 ・第 15 回電車基地見学・展示会(10/17、くぬぎ山車両基地)                  

○つくばエクスプレス（℡０５７０－０００－２９８） 

  ・「第 5回つくばエクスプレスまつり」（11/3､守谷総合基地)   

○関東鉄道（℡０２９－８２２－３７１８）                       

 ・「関東鉄道の鉄道の日」車両基地一般開放・鉄道ｸﾞｯｽﾞ販売(11/3 水海道車両基地)  

○秩父鉄道（℡０４８－５２３－３８２２）                       

 ・「鉄道の日」記念ヘッドマーク付 SL 運転(10/10～12、熊谷～三峰口間往復)                 

○東葉高速鉄道（０４７－４５８－００１８）                           

 ・「東葉の日・家族車両基地まつり」(10/4、東葉高速鉄道車両基地)                         

○上毛電気鉄道（℡０２７－２３１－３５９７）                     

 ・「感謝フェアイベント 2009」デハ 101 臨時運転、登録有形文化財公開等(10/18、大胡駅) 

 



中 部 地 区 ○中部地区実行委員会（中部運輸局：℡０５２－９５２－８０３３） 

・第１６回「鉄道の日」記念イベント 

金山イベント（１０月１０日・１１日（一部１８日迄）） 

鉄道各社のグッズ販売、好評！うまい「駅弁コーナー」、鉄道各社の紹介パネル展示コーナー、

ロープウェイのＤＶＤ・写真展、子供用制服写真撮影コーナー、鉄道模型玩具展示コーナー、

鉄道関係ゲームコーナー、沿線観光ポスター展示・観光パンフレット配布コーナー、 

鉄道を描いた作品展、鉄道のある風景画展、中部の鉄道写真展、スタンプラリー 

（金山総合駅コンコース、金山南ビル１階自由通路、金山南ビル１１階名古屋都市センター）

  検査場見学ツアー（１０月１７日） 

名古屋鉄道犬山検査場見学 

○伊豆箱根鉄道（℡０５５－９７７－１２０７） 

･「いずはこね ふれあいフェスタ２００９」 

電車工場等見学、ミニ電車運転、洗車体験、運転室見学、踏切の仕組み、鉄道オリジナルグッ

ズ等の販売 （１１月２３日 伊豆箱根鉄道本社） 

○遠州鉄道株式会社（℡０５３－４３５－０２２１） 

・「あかでんトレインフェスタ２００９」 

   イベント列車、運転士体験、職場体験コーナーなど 

   （１１月 １日 遠州鉄道西鹿島駅 10：00～） 

○東海交通事業（℡０５２－５０４－３００２） 

・城北線沿線ウォーキング「御用水跡街園と二子山古墳散策」 

   （１１月 １日 城北線比良駅 受付） 

 

近 畿 地 区 
 ○近畿地区実行委員会（近畿運輸局：℡０６－６９４９－６４３９） 
 ・「駅祭ティング２００９ｉｎ阪急梅田」（10/18 阪急梅田駅構内ﾋﾞｯｸﾏﾝ＆CO ﾋﾞｯｸﾏﾝ前広場） 
    「速水けんたろう」おにいさんスペシャルステージ・鉄道○×クイズ大会・テッピーくん＆マ

ナーアップ戦隊マナブンジャー オンステージ等 
 ・記念講演会（10/9 大阪商工会議所） 
○阪神電気鉄道（℡０６－６４５７－２２２２） 
 ・「はんしんまつり２００９」阪神電車、阪神グループのイベント(11/3、エビスタ西宮周辺、ド

ーム前駅) 
○南海電気鉄道（℡０６－６６４４－７１６５） 
 ・「南海電車まつり２００９」特急ﾗﾋﾟｰﾄ車内見学、鉄道部品即売会、工場見学会等(10/31、千代

田工場) 
○近畿日本鉄道（℡０６－６７７５－３５６６） 
 ・「きんてつ鉄道まつり２００９」五位堂検修車庫見学、車掌体験等(10/11、五位堂検修車庫) 
○京阪電気鉄道（℡０６－６９４５－４５６０） 
 ・「ファミリーレールフェア２００９」グッズ販売(10/18、寝屋川車両基地) 

 ・「大津線感謝祭」グッズ販売（10/31、錦織車庫） 
○叡山電鉄（℡０７５－７０２－８１１１） 
 ・「第５回えいでんまつり」鉄道グッズ販売、車両展示(10/31、修学院車庫) 
○神戸電鉄（℡０７８－５９２－４４５１） 
 ・「神鉄トレインフェスティバル２００９」車庫公開、車両展示、グッズ販売(10/4、鈴蘭台車庫)

○山陽電気鉄道（℡０７８－９４１－７５５６） 
 ・２００９「山陽・鉄道フェスティバル」電車撮影会、鉄道グッズ販売、(10/24、東二見工場) 
○能勢電鉄（℡０７２－７９２－７７１６） 
 ・「のせでんレールウェイフェスティバル２００９秋」運転シミュレーション、鉄道グッズ販売、

(10/17、平野車庫構内) 
 

  
 



中 国 地 区 ○中国地区実行委員会（中国地方鉄道協会：℡０８２－２６１－０３１３） 

 ・「鉄道の日」記念イベント 中国地方の鉄軌道会社紹介パネル展示、ミニ SL 乗車会、鉄道ジオ

ラマ模型展示、遊戯コーナー、汽車型ふわふわドーム、ステージイベント（立川真司の鉄道音

まねショー、クイズ大会、オークション等） (10/18 イオンモール広島府中ソレイユ) 

○ ＪＲ貨物広島支店（℡０８２－２８１－７７６０） 

 ・「第１６回ＪＲ貨物広島車両所公開フェスティバル」  

各種機関車展示、機関車運転室公開、機関車吊上げ実演、全国物産コーナー、乗物コーナー 

（10/25 広島車両所） 

○ＪＲ西日本広島支社三原地域鉄道部（℡０８４８－６２－４１１５） 

 ・「鉄道の日 in 三原」 ミニレールスター乗車体験、三原駅今昔写真展、ヘッドマーク展示、プ

ラレールコーナー、ペーパークラフト、SOS ボタン体験、クイズラリー等 （10/4 三原駅） 

○ＪＲ西日本広島支社長門鉄道部（℡０８３７－２２－２６０７） 

 ・「鉄道の日記念イベント」 ミニレールスター・気動車・軌道自転車・軌陸車の乗車体験、気

動車との綱引き大会、鉄道スケッチ大会、プラレールコーナー、SOS ボタン体験、ゲーム電車

で GO、環境パネル展示、餅まき大会等（10/10 長門市駅） 

○広島電鉄（℡０８２－２４２－３５５１） 

 ・「第１４回路面電車まつり」 車両展示、車庫・変電所公開、ミニ電車運転、写生大会、鉄道

模型運転コーナー、スタンプラリー、観光 PR コーナー等 （11/1 千田車庫および周辺） 

○井原鉄道（℡０８６６－６３－１７２２） 

  ・「基地喜知まつり２００９」 車両基地見学、鉄道車両運転体験、軌道バイ・モーターカー・

ミニ新幹線体験乗車、鉄道模型、鉄道写真展示等 （10/10 井原鉄道井原コントロールセンター）

○智頭急行（℡０８５８－７５－２５９５） 

 ・「智頭急行開業１５周年記念イベント園児絵画展列車」 幼稚園・保育園児絵画展示 

  （10/1～11/2 普通列車内） 

 
 
 

四 国 地 区 ○四国地区実行委員会（四国運輸局：℡０８７－８２５－１１７８） 

  ・「鉄・軌道パネル展」（10/7～14 土・日・祝日を除く 「松山市役所１階ロビー」) 

  ・「鉄道相談会、鉄・軌道パネル展」（10/3、高松市琴電瓦町駅２階コンコース） 

 ・「親子で行く鉄道施設見学会」（10/10 、JR 四国徳島駅、阿佐海岸鉄道宍喰車庫、 

海中観光船乗船等） 

○ＪＲ四国（℡０８７－８２５－１６２２） 

 ・１日駅長(10/17、高松駅、徳島駅、松山駅、高知駅) 

 ・「きしゃぽっぽまつり」(10/10、多度津工場) 

 ・「鉄道の日ふれあい祭り」(10/17、徳島・松山・高知運転所) 

○高松琴平電気鉄道（℡０８７－８３１－６００８） 

 ・ミニ電車・ミニＳＬ運転会、親子電車教室「ことでん知り隊！しらべ隊」(10/3、瓦町駅) 

○伊予鉄道（℡０８９－９４８－３３２３） 

 ・鉄・軌道写真展(10/7～15、松山市駅)、親子で行く古町車庫見学会(10/10) 

○土佐電気鉄道（℡０８８－８３３－７１２２） 

 ・桟橋車庫見学会(10/3) 

○土佐くろしお鉄道（℡０８８０－３５－４９６１） 

 ・１日駅長と車庫見学会（10/14 、中村駅）、発車式及び無料体験列車の運行(10/14、安芸駅)

 ・普通列車 100 円運賃キャンペーン(10/14 中村線・宿毛線) 

 ・図画・書道展(9/26～10/31、宿毛駅、中村駅) 

〈協賛行事：主催 香南市観光協会駅事務局 0887-56-5202〉 

 ・キャラクターとゆく列車の旅(10/11、ごめん・なはり線) 

 ・「駅からＥＣＯマップこうなん」の配布(10/10～16、のいち駅ほか) 

 ・壁面アート展(10/10～16、のいち駅) 

○阿佐海岸鉄道（℡０８８４－７６－３７００） 

 ・園児体験乗車会(10/1～10/17)、園児の１日車掌体験(10月中旬) 



九 州 地 区 ○九州地区実行委員会（九州運輸局：０９２－４７２－４０５１） 

・「鉄道＆九州遺産観光イベント 百年レイル観光フェスタ」 

◇カフェ列車“KUMA”で行こう ～くま鉄トレインピクニック～ （10/11 くま川鉄道） 

◇九州遺産観光セミナー ～トークショー 鉄道観光新時代～ （10/11 多良木町交流館石倉）

◇レイル・ミュージアムくま鉄 （10/1-11/29 くま川鉄道沿線駅・車両内） 

・「小学生車両運転体験」 

 （10/17 平成筑豊鉄道：金田駅構内､筑豊電気鉄道：楠橋車庫内）※募集終了 

・「小学生車両運転シミュレーター体験」 

（10/17 ＪＲ九州：南福岡電車区､福岡市交通局：姪浜車両基地）※募集終了 

・「鉄道安全対策イベント」 （10/ 9 ＪＲ博多駅､地下鉄天神駅､西鉄福岡天神駅） 

・「九州の鉄道パネル展」 （10/1-12 九州鉄道記念館､10/13-18 西鉄ｿﾗﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ 1F ｾﾞﾌｧｰ） 

○ＪＲ九州（℡０９２－４７４－２５４１） 

・「工場まつり２００９」 

ミニＳＬ運転､鉄道車両展示､落書き列車､ｽﾃｰｼﾞｱﾄﾗｸｼｮﾝ 他 （10/18 小倉工場） 

・「新幹線基地フェスタ‘０９」 

運転台及び床下見学､保守用車両体験乗車､ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ 他 （11/7 川内車両基地) 

・「鹿児島総合車両所まつり」 

車両所内一般公開､ミニＳＬ運転､車両部品･バザー用品販売､40t ｸﾚｰﾝ車体移動実演 他 

（10/24 鹿児島総合車両基地） 

○九州鉄道記念館（℡０９３－３２２－１００６） 

・「鉄道の日スペシャルイベント」 

ブルトレ撮影会及び客車内公開 （10/12 九州鉄道記念館） 

鉄道のしごと体験～車掌編～ （10/10-11 九州鉄道記念館） 

鉄道模型の運行及び工作教室 （10/10-12 九州鉄道記念館） 

○西日本鉄道（℡０９２－７３４－１５１２） 

 ・「にしてつ電車まつり」 

工場内作業実演見学､運転台体験コーナー､記念撮影コーナー､ミニ電車の運行､ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ､ 

ｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞの販売 他 （10/11 筑紫車両基地） 

  ・「みんなのバス・電車絵画コンクール」（10/13-18 西鉄ｿﾗﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ１F ｾﾞﾌｧｰ） 

○福岡市交通局（℡０９２－７３４－７８００） 

 ・「地下鉄フェスタ」 

基地見学､地下鉄忘れ物バザー､ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ､電車の前で撮影会 他（10/4 橋本車両基地） 

○北九州高速鉄道（℡０９３－９６１－０１０１） 

 ・「モノレールまつり」 

ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ､お楽しみ抽選会､工作車試乗会､ミニＳＬ運行､鉄道部品販売 他 

（11/3 本社基地広場） 

○平成筑豊鉄道（℡０９４７－２２－１０００） 

  ・「へいちくフェスタ」 

100 円列車､ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ､ちくまる関連グッズ販売､アルミカート､ミニ SL・電車､ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ､ 

ちくまる農園芋掘り、赤村トロッコ列車運行 他 （10/4 金田駅車両基地広場､赤駅） 

○甘木鉄道（℡０９４６－２３－１１１１） 

  ・「コスモス鑑賞と平和記念館探訪」（10/11 JR 基山駅～甘鉄甘木駅～ｳｫｰｷﾝｸﾞ～甘鉄太刀洗駅)

○島原鉄道（℡０９５７－６２－２２３２） 

  ・「島原温泉不知火まつり」 

島原市中パレードに､島鉄 1 号機関車を模った山車で参加し､「鉄道の日」をＰＲ 

（10/18 島原城周辺） 

  ・「共通フリー乗車券発売（島鉄のってのって券）」 

鉄道､バス､フェリー共通の２日間乗り放題フリー乗車券の発売 （10/17-18 鉄道全線） 

○松浦鉄道（℡０９５６－２５－３９００）  

・「MR まつり」 

ミニ SL 運転試乗会､軌道自転車展示会､MR グッズ販売､ﾏｲﾚｰﾙﾌｫﾄ･絵画ｺﾝﾃｽﾄ表彰､ 

写真撮影会､鉄道模型展示､ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 他 (10/18、松浦鉄道 佐々駅構内) 

○長崎電気軌道（℡０９５－８４５－４１１１）  

・「鉄道の日記念電車運行」 

明治電車 168 号（元西日本鉄道 153 号）運行､701 号（元東京都交通局 2018 号）運行 

（10/10 2 号･3 号系統） 

 



九 州 地 区 
○熊本電気鉄道（℡０９６－３４３－２５５２） 

・「ヘッドマーク掲出」 

鉄道の日ヘッドマークを全車両に掲出 （10/1-14 全車両） 

・「テッピーロゴマークＴシャツ着用」 

鉄道事務職員､司令担当者､運転士全員が着用 （10/14 北熊本駅及び全列車） 

  ・「公共交通機関利用促進キャンペーン」 

時刻表の配布等 （9/27 交通センター）､小学生以下無料の日（9/27 全線） 

運賃半額券の配布※ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ加盟店から買い物客へ配布 （9/20-10/19 の日･祝日） 

・「車両体験乗車・車両工場見学」（10/10-11 北熊本駅構内） 

○くま川鉄道（℡０９６６－２３－５０１１） 

・「フォトコンテスト及びくま川鉄道の列車と風景写真展示」 

（10 月中旬 本社・あさぎり駅） 

・「くま川鉄道開業 20 周年記念企画：童謡歌手〔大庭照子〕記念コンサート」 

（10/4 多良木交流館石倉） 

  ・「くま川鉄道 20 周年記念･肥薩線開業 100 周年記念イベント：沿線ウォーキング」 

（10/17 川村駅～相良温泉茶湯里) 

○南阿蘇鉄道（℡０９６７－６２－１２１９） 

・「列車の乗車講座」（10/13-16 高森駅～立野駅）※対象：沿線小学生 

○肥薩おれんじ鉄道（℡０９６５－３２－５６７８） 

・「鉄道の日大感謝際」（10 月中旬 JR 出水駅・おれんじ車両基地とその周辺） 

・「列車ギャラリー」（9 月中旬～10 月中旬 沿線列車内） 

○熊本市交通局（℡０９６－３６１－５２４０） 

・「公共交通機関利用促進キャンペーン」 

時刻表の配布等（9/27 交通センター）､小学生以下無料の日(9/27 全線) 

運賃半額券の配布※ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ加盟店から買い物客へ配布（9/20-10/19 の日･祝日） 

・「市電運転体験」（10/10-11 上熊本車庫構内）※募集終了 

 

 
※天候等の都合により変更する場合もあります。 
 
  


