
◎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」（10/8 札幌～旭川） 

 

○ＪＲ北海道（℡０１１－７００－５７２９） 

 ・「幌内鉄道」スタンプラリー（予定）（10/1～10/31） 

 ・JR北海道チャリティーコンサート2011 

（10/4  札幌コンサートホール Kitara 小ホール） 

 ・第１２回観光創造フォーラム（予定）「鉄道の魅力とその多様性を探る」 

  （10/8 小樽運河プラザ三番庫） 

・児童絵画展（10/8～10/16 道内主要駅に展示） 

 

○函館市企業局 交通部（℡０１３８－３２－１７３０） 

・「鉄道の日」200円均一運賃（10/14 全線） 

・「はこだてカルチャーナイト2011」（10/14   函館市役所市民ホール） 

・市電スタンプラリー（10/16  全線および沿線施設） 

・市電運転体験会（10/16  駒場車庫構内線） 

 

○釧網本線利活用推進協議会（℡０１５－４８２－２９１３） 

・釧網本線臨時列車イベント「摩周で会いましゅう」 

（10/9  釧路駅～摩周駅・網走駅～摩周駅） 

・釧網本線フォトコンテスト 2010入賞作品展示会 

（10/1～10/16  釧路駅舎内） 

 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 



 

 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

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） 

  (10/2ＪＲ貨物仙台貨物ターミナル駅構内) 

  東北の鉄道震災復興 PR コーナー、復旧状況パネル展示、鉄道グッズ販売、 

鉄道模型ジオラマの展示、金太郎（ＥＨ５００）展示等 20 団体以上が参加 

 

○仙台市交通局（℡０２２－７１２－８３４３） 

 ・地下鉄絵画展(10/1～10/17、地下鉄仙台駅)、鉄道の日記念乗車券販売 

 

○ＩＧＲいわて銀河鉄道（℡０１９－６５２－９８０２） 

 ・「銀河鉄道まつり２０１１」ミニＳＬ運転、グッズ販売等(10/15 好摩駅構内) 

 

○青函トンネル記念館（℡０１７４－３８－２３０１） 

 ・ヘッドマーク列車運転（旬間期間） 

 

○十和田観光電鉄（℡０１７６－２３－３１３４） 

 ・ヘッドマーク列車運転（旬間期間） 

 

○八戸臨海鉄道（℡０１７８－２７－３２８１） 

  ・幼稚園児のミニＳＬ体験乗車 

・ヘッドマーク列車運転（旬間期間） 

 

○秋田内陸縦貫鉄道（℡０１８６－８２－３２３１） 

・ヘッドマーク列車運転（旬間期間） 

 
 
 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

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１８回「鉄道の日」記念イベント 

（１０月１６日長野駅自由通路Ｃゾーン・善光寺口駅前広場） 

 【ステージイベント】紙芝居・マジックショー・ライブコンサート・ビンゴ大会・吹奏楽 

【チャリティーイベント】鉄道グッズチャリティー販売・電車ペーパークラフト 他 

【鉄道ＰＲイベント】鉄道模型運転・北へ伸びる新幹線パネル展 鉄道車両展示・駅弁まつり 

 

○北越急行（℡０２５－７５０－１２５１） 

・「鉄道の日」ヘッドマーク装着列車運行 

・「鉄道の日」記念駅西まつり（10/16 ほくほく線十日町駅西口広場） 

・Ｎゲージ模型走行・展示（10/16 ほくほく線十日町駅コンコース） 

・ほくほく線写真展、鉄道機器展示（10/11～20 ほくほく線十日町駅コンコース） 

 

〇長野電鉄（℡０２６－２４８－６０００） 

・日比谷公園鉄道フェスティバル（東京都）での鉄道グッズ・記念乗車券類販売（10/8・9） 

・鉄道グッズ・記念乗車券類販売（10/16 長野駅善光寺口駅前広場） 

 

〇アルピコ交通（松本電気鉄道）（℡０２６３－２６－７３１１） 

・鉄道グッズ・記念乗車券販売（10/15 松本駅）（10/16 長野駅善光寺口駅前広場） 

・「鉄道の日」ヘッドマーク装着列車の運行（10/8～16 上高地線） 

 

○上田電鉄（℡０２６８－３９－７１１７） 

・まるまど祭り（10/1 別所温泉駅構内） 

・日比谷公園鉄道フェスティバルへ参加（10/8・9） 

・鉄道グッズの販売（10/16 長野駅善光寺口駅前広場） 

 

○しなの鉄道（℡０２６８－２１－４７００） 

・鉄道グッズ・記念乗車券の販売（10/16 長野駅善光寺口駅前広場） 

 

○関西電力（℡０２６１－２２－５９７１） 

・ヘッドマーク装着車両運転、ポスター・のぼり旗・ペナント掲出 

（10/14～16 扇沢駅 2Ｆ待合室及び黒部ダム駅待合室） 

・鉄道グッズの販売（10/16 長野駅善光寺口駅前広場） 

 

○立山黒部貫光（℡０７６－４４１－３０００） 

・各駅でのペナント・のぼり旗の掲出、テッピーマーク装着トロリーバス運行（10/14～16） 

・トロリーバス展示、体験乗車、写真撮影（10/15,16 室堂ターミナル駐車場） 

・乗り物関連お土産グッズ販売会（10/15  室堂ターミナルコンコース） 

・“星にいちばん近い駅・室堂こども駅長”イベント（10/15）※要事前申込み(締切 9/30 予定）

 

○富山ライトレール（℡０７６－４２６－１７７０） 

・「鉄道の日記念イベント ポートラム・アテンダント体験会」（10/16 富山ライトレール本社）

富山ライトレール アテンダント乗務車両に体験乗車 

  小・中学生の女性（保護者同伴及び同乗が条件）  ※要事前申込み（10/2 必着） 

 

○黒部峡谷鉄道（℡０７６５－６２－１８００） 

・「鉄道の日」記念イベント（10/10 宇奈月駅周辺） 

鉄道施設見学会、トロッコ中古部品・歴代ポスター限定販売、Nゲージ模型の走行会、 

ジオラマ展示 他 

 

○万葉線（℡０７６６－２５－４１３９） 

・アイトラム体験運転、ミニアイトラム運行、鉄道グッズの販売、写真撮影コーナー 他 

（10/8 米島車庫周辺） 

 

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

・ミニSL列車の運行、鉄道模型展示と実演、運転室体験乗車(時間制随時実施)、電気機関車

の展示と撮影会、ちびっこ綱引き大会、鉄道用品の即販売 (10/23 石川線鶴来駅構内周辺） 
 
※天候等の都合により変更する場合もあります。 



 
 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

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２０１１」 

(10/1･2 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、鉄道ｸﾞｯｽﾞ販売等 

 

○東武鉄道（℡０３－５９６２－０１０２） 

・「東武ファンフェスタ」（12 月上旬予定・南栗橋車両管区） 

・「東上線森林公園ファミリーイベント 2011」（11/23 森林公園検修区） 

 

○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 2011in 横瀬」（10/2､西武秩父線横瀬車両基地)   

 

○小田急電鉄（℡０３－３４８１－００６６ 小田急お客様センター）                      

 ・「ファミリー鉄道展 2011」(10/15･16 海老名電車基地、ﾋﾞﾅｳｫｰｸ) 

 

○(財)メトロ文化財団（東京地下鉄） 

・第 29 回 2011 年メトロ児童絵画展 

（10 月～11 月、地下鉄博物館及び東京メトロ駅構内 ℡０３－３２５３－６９４８） 

 

○相模鉄道（℡０４５－３１９－２１１１） 

 ・相鉄スタンプラリー2011（10/31 まで） 

 

○新京成電鉄（℡０４７－３８９－１２４９）                       

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

 

○つくばエクスプレス（℡０５７０－０００－２９８ TX コールセンター） 

  ・「第 7回つくばエクスプレスまつり」（11 月上旬､守谷総合基地)   

 

○野岩鉄道（℡０２８８－７７－２３５５） 

 ・奥会津の紅葉と「田子倉ダム」周辺ハイキング（10/26 只見町周辺） 

・日光の紅葉と渓谷「龍王峡」自然遊歩道ハイキング（11/3 日光市藤原） 

・那須・紅葉の塩原温泉メイプル街道散策（11/12 塩原温泉郷） 

 

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

 ・「鉄道の日」記念ヘッドマーク付 SL「パレオエクスプレス」号運転 

(10/2、熊谷～三峰口間１往復) 

 

○埼玉高速鉄道（℡０４８－８７８－６８６４）                       

・埼玉高速鉄道開業 10 周年記念車両基地見学会（10/22 浦和美園車両基地） 

 

○流鉄（℡０４－７１５８－０１１７） 

・流鉄の鉄道の日！！（仮題）（11 月初旬 流山駅構内（予定）） 

 

○箱根登山鉄道（℡０４６５－３２－６８２３）                       

  ・ワクワク箱根親子鉄道展（10/1 強羅駅) 

 

○千葉都市モノレール（℡０４３－２８７－８２１６）                       

  ・ちばモノレール祭り 2011 

（10/15 10:00～15:00、千葉モノレール萩台車両基地（最寄駅：動物公園駅）） 

 

○上信電鉄（℡０２７－３２３－８０７３）                       

 ・一日全線フリー乗車券（10/1～31 上信線各駅で発売（無人駅除く）。10 月中の土日祝日、 

14 日(鉄道の日)、28 日(群馬県民の日)のいずれか１日限り有効） 

 ・「銀河鉄道 999 号運行開始 3周年記念号運転」…イベント開催（10/16） 

 

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

 ・１日乗り放題きっぷ ワンデーフリーパス 

10 月から 11 月中の土日・祝日・ぐんま県民の日（10/28）計 22 日の内 1日 



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

関 東 地 区 
 

○伊豆箱根鉄道（℡０５５－９７７－１２０７）                       

 ・いずはこねふれあいフェスタ 2011（予定）（11/23 本社構内、電車工場等見学、 

ミニ電車乗車体験、運転室乗車体験、鉄道オリジナルグッズ販売等） 

 

○埼玉新都市交通（℡０４８－７２２－１２２１）                       

 ・丸山車両基地見学会と車両部品販売（11/14 10:00～15:00 丸山駅徒歩 1分） 

 

○東葉高速鉄道（℡０４７－４５８－００１７） 

・開業 15 周年記念事業 

① 東葉健康ウォーク ～下野牧の跡をたずねて～ 

（10/8 9:00～9:30 船橋日大前駅東口集合小雨決行・荒天中止） 

② 沿線今昔写真展（10/8～11/6 北習志野駅・八千代緑が丘駅・東葉勝田台駅改札外コンコー

ス） 

③ ラッピング列車運行(10/8～11/6 東葉勝田台駅～中野駅で運行(１編成)) 

④ 記念ピンバッジ発売（10/8～12/31 東葉高速線各駅窓口(西船橋駅を除く)） 
 ・東葉・家族車両基地まつり(11/6 時刻未定 東葉高速鉄道車両基地 

(八千代緑が丘駅下車徒歩 10 分)にて小雨決行・荒天中止) 

 
 
※天候等の都合により変更する場合もあります。 



 

 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

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

・第１８回「鉄道の日」記念イベント（１０月８日・９日（一部展示は１６日まで）） 

金山イベント「ときめき出発！ ふれあいステーション」 

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、

ゆるキャラ（はち丸・ハッチー・あゆむ君・ふくにん）と遊ぼうコーナー、ロープウェイの

ＤＶＤ・写真および索道紹介パネル展示、子供用制服写真撮影コーナー、鉄道運転シミュレ

ーター（三岐鉄道：北勢線）、 

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、魅力の新旧鉄道車両ポスター展（月刊「鉄道フ

ァン」）、鉄道車両ＤＶＤ映像コーナー（ビコム）、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）

 ・鉄道施設見学ツアー（１０月２９日） 

「名古屋市交通局日進工場・レトロでんしゃ館見学ツアー」 ※当選者のみ参加可能 

 

○伊豆箱根鉄道（℡０５５－９７７－１２０７） 

･「いずはこね ふれあいフェスタ２０１１」 

電車工場等見学、ミニ電車乗車体験、運転室乗車体験、鉄道オリジナルグッズ等の販売など

※イベント内容は変更する場合があります （１１月２３日 伊豆箱根鉄道本社構内） 

 

○名古屋市交通局（℡０５２－９７２－３８１６） 

・「名城線西部 駅イベント」 

マナカコンサート、スタンプラリー（金山駅起点・終点）、鉄道模型のジオラマ展示及び模型

の運転、鉄道グッズ販売（１０月８日、金山駅） 

・「駅ちかウォーキング２０１１ＡＵＴＵＭＮ」 

丸の内駅→市役所駅（１０月１日）、築地口駅→名古屋港駅（１０月２３日）、上社駅→本郷駅

（１１月３日）、新瑞橋駅→日比野駅（１１月１３日）、今池駅→栄駅（１１月２０日）、茶屋

ヶ坂駅→名古屋ドーム前矢田駅（１２月１０日） 

 

○福井鉄道株式会社（℡０７７８－７８－０００５） 

・「第５回親子鉄道教室」 

すごろくゲーム（１０月１６日、赤十字前駅集合）、電車運転体験（１０月１６日、北府駅構内

鉄道教室３回以上参加者対象） 

 

○株式会社東海交通事業（℡０５２－５０４－３００２） 

・「城北線沿線秋のウォーキング」 

（１１月６日、小田井駅受付→尾張星の宮駅ゴール） 

 

○大井川鐡道株式会社（℡０５４７－４５－４１１２） 

・「ＳＬフェスタ２０１１」転車台オープニングセレモニーと手回し体験、ＳＬ・列車大集合等（１

０月７～１０日、新金谷駅周辺・千頭駅周辺・島田市総合スポーツセンター） 

 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 



 

 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

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２０１１ ｉｎ ＯＣＡＴ」（10/16 難波ＯＣＡＴ B1F ﾎﾟﾝﾃ広場） 
  鉄道社局物販・PR コーナー、ミニれっしゃ広場（Nゲージ体験運転）、斉藤雪乃トークステー

ジ、鉄道部品・グッズなどのチャリティーオークション 等 
 

○阪神電気鉄道（℡０６－６４５７－２２２２） 
 ・「はんしんまつり 2011」ミニ阪神電車運行、阪神電車グッズ販売、ゲームコーナー 等（10/22

予定、エビスタ西宮周辺、ドーム前駅） 

 

○阪急電鉄（℡０６－６１３３－３４７３） 
 ・「秋の阪急レールウェイフェスティバル 2011」ミニ阪急電車乗車会、販売会 等（10/16、正

雀工場、事前申込:9/7 締切） 

 

○京阪電気鉄道（℡０６－６９４５－４５６０） 
 ・「ファミリーレールフェア 2011」工場内作業見学、電車と子どもたちの綱引き大会、パーツ・

グッズ販売、保守作業用自動車・ミニ電車乗車体験 等（10/16、寝屋川車両基地） 
 

○近畿日本鉄道（℡０６－６７７５－３５６６） 
・「五位堂鉄道まつり（仮称）」鉄道グッズ販売、床下ピット見学 等（11 月中旬、五位堂検修

車庫） 

 

○南海電気鉄道（℡０６－６６４３－１００５） 
・「南海電車まつり 2011」工場探検、鉄道グッズ販売、飲食ブース 等（10/29、千代田工場）

 

○叡山電鉄（℡０７５－７０２－８１１１） 
・「えいでんまつり」鉄道ファン向けイベント（詳細未定）（10/29、修学院車庫） 
 

○大阪府都市開発【泉北高速鉄道】（℡０７２５－５７－３００３） 
・「せんぼくトレインフェスタ 2011」車両自動洗浄線乗車、車両と綱引き、車両撮影会・運転台

見学、車両クレーン吊上げ実演 等（10/22、光明池車庫） 

 

○北大阪急行電鉄（℡０６－６８６５－０６４５） 
・「北急ふれあいフェスティバル」イベント列車運転、車庫構内見学 等（10/8、桃山台車庫）

 

○能勢電鉄（℡０７２－７９２－７７１６） 
・「のせでんレールウェイフェスティバル 2011 秋」イベント列車運行、運転シミュレーション体

験、車掌体験、もちつき大会、かえっこバザール、似顔絵コーナー、オリジナル缶バッジコーナ

ー、のせでんオリジナルグッズ販売 等（10/29、平野車庫） 
 

○北神急行電鉄（℡０７８－５８１－１０７０） 
・「2011 北神急行フェスティバル」トンネル探検、食堂車＆ハイボール列車 等（11/12、谷上車

庫） 

 

○神戸電鉄（℡０７８－５９２－４４５１） 
・「トレインフェスティバル」洗車体験、運転士・車掌体験、車両撮影会、鉄道部品・グッズ販売、

ＨＯゲージ鉄道模型運転会、今回初お目見えの神鉄ミニトレイン運行 等（10/2、鈴蘭台車庫）

 

○山陽電気鉄道（℡０７８－９４０－５１３２） 

 ・「山陽・鉄道フェスティバル 2011」電車撮影会、鉄道模型展示、車両工場見学 等（予定）（10/29、

東二見車両工場） 

 

○神戸新交通（℡０７８－３０２－２７７５） 

・「ポートライナーフェスティバル 2011」制服姿で運転台体験、鉄道模型体験運転、ウルトラマ

ン 1日駅長来場予定（10/2、ポートライナー車両基地） 
 



 

 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

近 畿 地 区 
 

○北条鉄道（℡０７９０－４２－００３６） 

・「北条鉄道まつり」ミニ SL 運行、鉄道グッズ販売 等（10/15・16、住吉神社） 

 

○けいはんな線開業 5&25 周年記念事業本部（奈良生駒高速鉄道内 ℡０７４３－７５－５５０５）

・「けいはんな夢フェスタ 2011」ミニ近鉄周遊電車、ジオラマ・近鉄模型電車、帝塚山大学吹奏

楽部演奏、奈良大学ウインドオーケストラクラブ演奏、駅長になりきり撮影 等（10/1・2、イ

オン奈良登美ヶ丘 SC 東口イベント会場） 

 

○和歌山電鐵（℡０７３－４７８－０１１０） 

・「貴志川線車両見学会（仮称）」ミニトレイン、クイズ、車庫内見学 等（10/23、伊太祈曽駅

構内） 

 

○大阪市交通局（℡０６－６５８２－１４００） 
・「おおさか市営交通フェスティバル」市電保存館・車両保存館一般公開、車両展示、グッズ販売

等（11/13、緑木検車場） 

 

○神戸市交通局（℡０７８－３２２－５９９４） 

・「交通フェスティバル in 名谷車両基地～B－FREE～」市バス・地下鉄運転台見学、車両洗浄体験、

模擬駅務体験、軌道検測車乗車体験、ミニ電車、市電庫の見学、グッズ販売、飲食ブースなど（10/23、

名谷車両基地） 

 
※天候等の都合により変更する場合もあります。 



 

 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

中 国 地 区 ○井原鉄道株式会社（℡０８６６－６３－２６７７） 

・「井原鉄道基地喜知まつり２０１１」 

  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、鉄道模型、

 フリーマーケット、その他飲食各種出店 （10 月 10 日 井原鉄道井原コントロールセン

 ター） 

 

○広島電鉄株式会社（℡０８２－２４２－３５５１） 

・「テッピー号の運行」  

第 16 回路面電車まつりの写生大会入選作品を車内に掲示、「テッピー」をヘッドマー

クとして掲出して運行（10 月 1 日～14 日 軌道（市内）線） 

 

○智頭急行株式会社（℡０８５８－７５－２５９５） 

・「園児絵画展列車」  

智頭線沿線の園児の絵画を列車内に展示 （10 月 1日～31 日 普通列車車内（智頭～上郡））

 

○日本貨物鉄道株式会社（℡０８２－２８１－７７６０） 

・「第１８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 月 23 日 ＪＲ貨物広島車両所）  

 

○広島高速交通株式会社（℡０８２－８３０－３１１５） 

・「鉄道の日記念スペシャルトレイン」  

車庫内及び引上線など通常乗れないところの乗車体験、ビンゴゲームで鉄道グッズなどのプ

レゼント（10 月 15 日 本社及び広島市交通科学館）  

  

○錦川鉄道株式会社（℡０８２７－７２－２００２） 

・「鉄道と沿線風景の写真教室」  

報道カメラマンが指導する鉄道写真のための撮影教室  

（11 月 13 日 錦川鉄道錦町駅及び錦川清流線沿線 定員 30 名） 

※中学生以上に限る（ハガキで申込み、多数の場合抽選） 

※参加料 3,500 円（弁当・ロケバス代込み） 

※当日清流線乗車必須  

・「とことこトレイン運転体験」  

運転取扱・車両の構造等学習、実車運転を体験  

（11 月 28 日～30 日 錦川鉄道錦町駅及び岩日北線記念公園）  

※各日午前・午後実施し 3 日間の定員合計 24 名 

※18 歳以上の自動車運転免許所持者に限る（要予約・多数の場合抽選） 

※参加料 2,000 円  

※当日清流線乗車必須 

・「錦川鉄道車両運転体験」  

運転取扱・車両の構造等学習、実車運転を体験  

（12 月 1 日～4日 錦川鉄道錦町駅）  

※各日午前・午後実施し 4 日間の定員合計 40 名 

※中学生以上に限る（要予約・多数の場合抽選） 

※参加料 4,000 円 

※当日清流線乗車必須 

 
 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 



 

 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

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

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

・「鉄・軌道パネル展」（10/17～21 高知市役所玄関前掲示板) 

 ・「親子で行く鉄道施設見学会」（10/15 伊予鉄道古町車庫、ＪＲ四国松山運転所等） 

 

○ＪＲ四国（℡０８７－８２５－１６２２） 

 ・「鉄道の日ふれあい祭り」(10/1 宇和島運転区、10/8 徳島運転所、10/15 松山・高知運転

所、10/22 高松運転所（おいでまい 高松運転所）) 

・「きしゃぽっぽまつり」(10/8、多度津工場) 

・１日駅長(10/1 宇和島駅、10/8 徳島駅、10/15 高松駅、松山駅、高知駅) 

 

○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」(10/2 瓦町駅) 

 

○伊予鉄道（℡０８９－９４８－３３２３） 

・親子で行く鉄道施設見学会(10/15)(実行委員会行事と同時開催) 

 

○土佐電気鉄道（℡０８８－８３３－７１２２） 

 ・桟橋車庫見学会、鉄・軌道写真展(10/15) 

 

○土佐くろしお鉄道（℡０８８０－３５－４９６１） 

・幼稚園児・保育園児による１日駅長、試乗体験及び招待列車の運行（10/14 、中村・安芸事

業本部） 

 ・普通列車 100 円運賃キャンペーン(10/14 中村線・宿毛線) 

 ・小学生図画・書道展(10/1～10/31、宿毛駅コンコース、中村駅待合室) 

・ボランティア表彰（10/14、 中村・安芸事業本部） 

 

○阿佐海岸鉄道（℡０８８４－７６－３７００） 

 ・沿線地域園児体験乗車会(10/4～10/20)、児童図画展車内展示(10/1～10/31)、園児代表１日車

掌体験(10月中旬) 

 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 



 

 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

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

・レイルフェスタ（11 月予定、肥薩おれんじ鉄道沿線） 

・「小学生列車運転体験」 

（10/1 筑豊電気鉄道：楠橋車庫内、10/8 平成筑豊鉄道：金田駅構内）※募集終了 

・「小学生車両運転シミュレーター体験」 

（10/8 ＪＲ九州：南福岡運転区・車両区）※募集終了 

・「鉄道安全対策イベント」 （10 月中 ＪＲ博多駅､天神地区） 

・「九州の鉄道パネル展」 （9/20-25 西鉄ｿﾗﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ 1F ｾﾞﾌｧｰ、10/1-10 九州鉄道記念館） 

 

○ＪＲ九州（℡０９２－４７４－２５４１） 

・「工場まつり２０１１」 

鉄道車両展示､ミニＳＬ運転､落書き列車､ｽﾃｰｼﾞｱﾄﾗｸｼｮﾝ 他 （10/16 小倉総合車両センター）

・「鉄道の日大感謝祭２０１１」 

鉄道探検隊、鉄道パネル展、鉄道模型展、ステージイベント 他 （10/10 長崎駅) 

・「熊本 新幹線フェスタ２０１１」 

N700 系車内見学、800 系運転台見学（抽選）、ミニＳＬ運転､保守用車体験乗車 他 

（10/30 熊本総合車両所） 

 

○九州鉄道記念館（℡０９３－３２２－１００６） 

・「企画展「北九州発 全国機関車の旅写真展」～全国を走る機関車たち～ 

北九州から全国へ旅立つ電気、ディーゼル機関車たち写真の展示（10/1-11/30） 

・「鉄道の祭典」 

ミニ新幹線 800 系つばめの運行、国鉄バスの展示 他 （10/8-10） 

 

○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､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 （10/16 筑紫車両基地） 

  ・「みんなのバス・電車絵画コンクール」（9/20-25 西鉄ｿﾗﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ１F ｾﾞﾌｧｰ）※募集終了 

 

○福岡市交通局（℡０９２－７３２－４２５８） 

 ・「地下鉄フェスタ IN 姪浜」 

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（10/30 橋本車両基地） 

 

○北九州高速鉄道（℡０９３－９６１－０１０１） 

 ・「鉄道の日記念モノレールまつり」 

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２０１１」 

ちくまる関連グッズ販売､ミニ SL・電車､ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ （10/1 金田駅車両基地広場） 

赤村トロッコ列車運行 （10/1 赤駅） 

 

○筑豊電気鉄道（℡０９３－２４３－５５２７） 

  ・「ちくてつ電車まつりとグルメの駅」 

電車に乗ってエコ学習、電車展示、記念撮影会 他 （11/29-30） 

 

○甘木鉄道（℡０９４６－２３－１１１１） 

  ・「JR ウォーキング」（10/15 JR 基山駅～甘鉄甘木駅周辺) 

 

 



 

 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

九 州 地 区 
 

○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 

（10/16 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 （10/15-16 鉄道全線） 

   ・「しまてつ祭り」 

島原駅駅長体験、運行指令所見学、南島原駅車庫見学 他（10/23 島原駅、南島原駅） 

 

○松浦鉄道（℡０９５６－２５－３９００）  

・「MR まつり」 

ミニ SL 運転試乗会､軌道自転車試乗､ﾏｲﾚｰﾙﾌｫﾄ･絵画ｺﾝﾃｽﾄ表彰､写真撮影会､ 

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 他 (10/2、松浦鉄道伊万里駅構内) 

 

○長崎電気軌道（℡０９５－８４５－４１１１）  

・「鉄道の日記念電車運行」 

現役最古の木造ボギー車（明治 44 年製造）168 号運行（10/10） 

・「鉄道の日記念グッズ販売」 （10/10 JR 長崎駅かもめ広場） 

 

○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 （9/30-10/14 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(9/17-10/16)」 

時刻表の配布等 （9/25 交通センター）､ 

大人同伴の小児運賃無料（大人 1人に対し小児 3名、期間中の土日祝 全線） 

・「電車イベント」 

車両工場開放 （10/15 北熊本駅構内） 

 

○くま川鉄道（℡０９６６－２３－５０１１） 

・「KUMA カフェ」 

観光列車 KUMA 車内でコーヒーや地元のスイーツ提供（10/22-23 KUMA 車内）※有料 

・「ホームショップ」 

グッズ鉄道関連商品販売（10/22-23 人吉温泉駅） 

・「列車運転体験」（10/22-23 人吉温泉駅）※有料 

・「通票箱展示」（10/22-23 あさぎりポッポー館) 

○南阿蘇鉄道（℡０９６７－６２－１２１９） 

・「絵画展及び写真ギャラリー」（10/8-16 高森駅） 

○肥薩おれんじ鉄道（℡０９６５－３２－５６７８） 

・「2010 鉄道フェスティバル」（10/10 ＪＲ八代駅、おれんじ鉄道八代駅前） 

グッズ販売、鹿児島水族館ＰＲブース、Ｎゲージ展示、ミニＳＬ展示 他 

○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(9/17-10/16)」 

時刻表の配布等 （9/25 交通センター）､ 

大人同伴の小児運賃無料（大人 1人に対し小児 3名、期間中の土日祝 全線） 

・「市電体験運転」（11/19-20 上熊本車庫構内） 

・「観光列車撮影会」 

JR 九州との共催による観光列車撮影会（11/19-20 熊本駅） 

○鹿児島市交通局（℡０９９－２５７－２１１１） 

・「２０１１市電・市バスゆーゆーフェスタ」 

トロッコ自転車、記念撮影会、ユートラムⅡに乗ろう 他 （10/30 交通局敷地内） 

 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 


