
 

 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25番 21 号 

平成 26 年 11 月 27 日 

九州旅客鉄道株式会社 

博 多 駅 商 店 連 合 会  

「九州で走り続けて１２５年 鐵道誕生感謝祭」を開催します  
 
明治 22 年（1889 年）12月 11 日に、当時の九州鉄道が九州初の鉄道として、博多～千歳川

仮停車場（現在の肥前旭～久留米間の筑後川北岸に設置した仮駅）を開業し、平成 26 年 12

月 11日で 125周年を迎えることとなりました。 

これを記念して、12月 1日から 26日までの間、125年前に開業した区間の主要駅において、

『九州で走り続けて 125年 鐵道誕生感謝祭』と題し、様々なイベントを開催します。多くの

皆さまのご来場をお待ちしております。  

 

 

１ 開催期間 

   平成 26年 12月 1日（月）～26日（金） 

２ 開催場所 

   博多を中心とした南福岡、二日市、鳥栖の 

各駅でイベントを開催します。 

３ 主催 

   九州旅客鉄道株式会社、博多駅商店連合会 

４ 実施内容 

（1） 鐵道誕生 125周年フェスティバル 

① 日時   平成 26年 12月 14日（日）11：00～19：00 

② 場所   博多駅博多口駅前広場 

③ 内容   元レミオロメンのボーカル兼ギター、藤巻亮太さんによるアニバーサリー 

    ライブが実現！レミオロメンの代表曲「粉雪」も披露します！ 

この他、地元福岡で活動する多彩なパフォーマンス集団や有名アーティス

ト、司会には中島浩二さんを迎えての、感謝の気持ちを込めたスペシャルイ

ベントです。 

また、現在開催中の「第 11 回 九州駅弁グランプリ」にあわせ、各地の駅

弁が集合する「九州駅弁マーケット」も同時開催します。 

      ※詳細は別紙チラシをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記念ロゴ】 
九州鉄道で活躍した蒸気機関車
をモチーフに、中央に九州鉄道の
社章をあしらっています。 

主な出演予定 

吉田山田 
７!!(セブンウップス) 

植田真梨恵 精華女子高等学校吹奏楽部 

藤巻亮太 



（2） 一日駅長任命式及び出発式 

① 日時  平成 26年 12月 7日（日） 任命式 9：00～ 出発式 9：30～ 

② 場所  任命式：博多駅コンコース（中央改札口付近） 

出発式：博多駅在来線①番のりば 

③ 内容  今年日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスの吉村選手を一日駅長に 

迎え、任命式と駅長業務体験（改札口での放送案内）を行います。 

また、同日に運転する 125周年記念の団体臨時列車の博多駅出発にあわせて 

吉村選手とともに出発式を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○C  SoftBank HAWKS 

 

 

 

（3） 九州鐵道の軌跡を辿る写真展 

① 日時  平成 26年 12月 1日（月）～26日（金） 

② 場所  博多駅 博多シティ 3階改札内コンコース 

③ 内容  九州鉄道記念館の協力のもと、九州鐵道誕生から現在に至るまでの九州鐵道 

の軌跡を当時の写真やポスターで辿ります。 

（4） 沿線記念イベント 

125年前に九州鉄道が開業した区間の沿線にあたる南福岡駅、二日市駅、鳥栖駅で記

念イベントを開催します。 

※詳細は別紙 1をご参照ください。 

（5） 記念乗車券の発売 

125 年前に九州鉄道が開業した時に誕生した 5 つの駅をそれぞれ発駅とする乗車券

5 枚を記念台紙にセットして販売します。記念乗車券は昭和 40 年代から 50 年代を中

心に実際に使用されていた、今はなき地図式硬券を復刻デザインしました。 

5枚の乗車券を合計すると 1,250円になり、また 1,250セット限定発売と、とにか

く「125」にこだわった記念乗車券です。 

      ※詳細は別紙 2をご参照ください。 

 

 

 

【プロフィール】 

登録名/本名：吉村 裕基 

背番号：6 

生年月日：1984年 6月 14日 

年齢：30歳 

身長：183cm 

体重：94kg 

出身：福岡県 

投打：右投げ/右打ち 

【経歴】 

東福岡高 - 横浜（ドラフト 5巡目・03～12） - ソフトバンク（13～） 



別紙 1 

 

九州の鐵道誕生 125周年記念 沿線イベント 

 

■ 南福岡駅 

「雑餉隈駅から南福岡駅へ～鉄道写真展」を開催します。 

   （1）実施日時  平成 26年 12月 1日（月）～26日（金） 

   （2）実施場所  南福岡駅 改札外コンコース 

   （3）内容    南福岡駅の前身である雑餉隈駅時代から現在に至るまでの駅

や列車にゆかりのある写真を展示し、歴史を振り返ります。 

 

■ 二日市駅 

九州産業大学付属九州産業高校美術部製作の記念絵馬の展示及び、感謝状の授与

を行います。 

   （1）実施日時  平成 26年 12月 7日（日） 10時より 

   （2）実施場所  二日市駅 改札内通路 

   （3）内容    二日市駅では、昭和 61年から毎年、同高美術部に干支をモチ

ーフとした絵馬を製作・寄贈して頂き、二日市駅内に展示し

ております。 

今年も、新たな絵馬を寄贈して頂くにあたり、長年の製作・

寄贈に感謝の意を表し、感謝状の授与を行います。 

 

「昔の写真展～二日市温泉と駅～」を開催します。 

   （1）実施日時  平成 26年 12月 1日（月）～26日（金） 

   （2）実施場所  二日市駅 改札内通路 

   （3）内容    二日市駅と駅最寄りの歴史ある二日市温泉の写真を展示し、

歴史を振り返ります。 

 

■ 鳥栖駅 

  九州の鐵道の創世期に活躍した蓄音機を囲む「大人の音楽会」を実施します。 

（1）実施日時  平成 26年 12月 7日（日）～13日（土）  全 8公演 

   （2）実施場所  鳥栖駅 2階ホール 

※詳細は別紙資料をご参照ください。 

 

  地元高校の美術部製作の記念壁画を鳥栖駅内に展示します。 

（1）展示開始日 平成 26年 12月 13日（土）  

   （2）展示場所  鳥栖駅 改札内通路 

   （3）内容    鳥栖駅周辺の「鳥栖高校」「鳥栖工業高校」「鳥栖商業高校」 

（順不同）の美術部に鳥栖駅や鉄道をモチーフとした記念絵画

を制作・寄贈して頂き、鳥栖駅内に展示します。 

 



別紙 2 

「九州で走り続けて１２５年 鐵道誕生記念きっぷ」を発売します 

125 年前に九州鉄道が開業した時に誕生した 5 つの駅をそれぞれ発駅とする乗車券 5

枚を記念台紙にセットして販売します。 

記念乗車券は昭和 40年代から 50年代を中心に実際に使用されていた、今はなき地図

式硬券を復刻デザインしました。 

5枚の乗車券を合計すると 1,250円になり、また 1,250セット限定発売と、とにかく

「125」にこだわった記念乗車券です。 

 

１ 発売開始日時  平成 26年 12月 11日（木）  

各発売駅のみどりの窓口営業開始時 

２ 発売場所    博多駅（ＪＲ九州みどりの窓口）、南福岡駅、二日市駅、鳥栖駅 

３ 発売額     1セット（乗車券 5枚入り）1,250円 

４ 発売数     博多駅：650セット、南福岡駅 150セット、 

二日市駅 150セット、鳥栖駅：300セット    

各駅合計 1,250セット発売 

※お一人さま最大 5セットまで発売させて頂きます。 

５ 記念乗車券イメージ 

【乗車券イメージ（5枚 1セット）】         【台紙イメージ】 

※ 参考（実際に使用されていた地図式硬券） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 日：平成２６年１２月７日（日）～１２月１３日（土） 全８公演（各回２時間） 

場  所：ＪＲ九州鳥栖駅２階ホール 

公演内容：九州の鐵道創世期頃の昔懐かしい蓄音機による演奏を楽しんでいただきます。 

     また、最新オーディオ機器によりレコード、ＣＤの演奏を迫力ある素晴らしいサウンドでお

楽しみいただきます。 

応募方法：公演プログラムよりご希望の公演を、鳥栖駅の窓口かお電話でお申込みください。 

     ・お申し込み先：ＪＲ九州鳥栖駅 0942-82-2020（募集人員になり次第締切） 

     ・参加費は無料ですが、会場への階段が急なため、上り降りにご心配な方は前もってご相談

ください。 

     ・お子さまのご参加はご遠慮ください。（中学生以上とさせて頂きます。） 

     ・各公演２０名の募集とさせていただきます。 

     ・お気に入りのレコード、ＣＤをお持ち下さい。各回２曲ほどおかけいたします。 

 

公演プログラム（演奏曲の一例です。この他にも懐かしい曲を多数ご用意しております。公演毎に一部

内容を変更いたします。） 

【昭和歌謡】川の流れのように（美空ひばり）、黄昏のビギン（ちあきなおみ）、シクラメンのかほり（布

施明）、また逢う日まで（尾崎紀世彦） 他 

【ﾌｫｰｸｿﾝｸﾞ】２２才の別れ（風）、なごり雪（イルカ）、風（はしだのりひことシューベルツ）、 

      遠くで汽笛を聞きながら（アリス）、二十歳のめぐり逢い（シグナル） 他 

【ｵ-ﾙﾃﾞｨｰｽﾞ】ｵﾝﾘｰ･ﾕｰ（ﾌﾟﾗﾀｰｽﾞ）、風に吹かれて（ﾋﾟｰﾀｰ･ﾎﾟｰﾙ＆ﾏﾘｰ）、悲しき雨音（ｶｽｹｰｽﾞ）、 

      ﾑｰﾝ･ﾘﾊﾞｰ（ｱﾝﾃﾞｨ･ｳｨﾘｱﾑｽ）、この世の果てまで（ｽｷｰﾀｰ･ﾃﾞｲｳﾞｨｽ） 他 

【ジ ャ ズ】ﾗﾊﾞｰｽﾞ･ｺﾝﾁｪﾙﾄ（ｻﾗ･ｳﾞｫｰﾝ）、虹の彼方に（ｼﾞｭﾃﾞｨ･ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ）、 他 

【映画音楽】タラのテーマ（風と共に去りぬ）、ロミオとジュリエット、ある愛の詩  他 

 

１２月７日 １２月８日 １２月９日 １２月１０日 １２月１１日 １２月１２日 １２月１３日 

(日) （月） （火） （水） （木） （金） （土） 

第① 公演 

１３：３０ 

第② 公演 

１６：３０ 

 

 

第③ 公演 

１８：００ 

 

 

第④ 公演 

１８：００ 

 

 

第⑤ 公演 

１８：００ 

 

 

第⑥ 公演 

１８：００ 

 

 

第⑦ 公演 

１８：００ 

第⑧ 公演 

１３：３０ 

 

 

資料 



参考資料 

 

■九州の鉄道の歴史（博多～久留米間にかかわるもの） 

（1） 明治 21年（1888年）8月 15日  九州鉄道会社設立 

（2） 明治 21年（1888年）9月 1日   博多～久留米間工事着手 

（3） 明治 22年（1889年）12月 11日  博多～千歳川仮停車場間開業、二日市、原田、田代、鳥栖の各駅開業 

（4） 明治 23年（1890年）1月 20日  雑餉隈駅（現南福岡駅）開業 （住民の反対運動により開業遅れ） 

（5） 明治 23年（1890年）2月 24日  千歳川橋梁完成 

（6） 明治 23年（1890年）3月 1日  久留米駅開業、千歳川仮停車場廃止 

（7） 明治 40年（1907年）7月 1日  国有化（九州帝国鉄道） 

（8） 明治 42年（1909年）3月 10日  博多駅移転開業（2代目） 

（9） 大正 2年（1913年）9月 21日  竹下、水城の各駅開業 

（10） 大正 10年（1921年）8月 5日  基山駅開業 

（11） 昭和 9年（1934年）6月 7日   肥前旭駅開業 

（12） 昭和 24年（1949年）6月 1日  日本国有鉄道発足 

（13） 昭和 36年（1961年）6月 1日  博多～久留米間電化開業 

（14） 昭和 36年（1961年）10月 1日  白木原駅（現大野城駅）開業 

（15） 昭和 38年（1963年）12月 1日  博多駅移転開業（3代目） 

（16） 昭和 41年（1966年）11月 1日  雑餉隈駅を南福岡駅に改称 

（17） 昭和 62年（1987年）3月 9日  笹原駅開業 

（18） 昭和 62年（1987年）4月 1日  九州旅客鉄道株式会社発足 

（19） 平成元年（1989年）3月 11日  春日、都府楼南、天拝山の各駅開業、白木原駅を大野城駅に改称 

（20） 平成 2年（1990年）3月 10日  けやき台駅開業 

（21） 平成 13年（2001年）3月 3日  弥生が丘駅開業 

（22） 平成 15年（2003年）3月 15日  大宰府信号場開設 

（23） 平成 23年（2011年）3月 3日  博多駅（4代目）開業、ＪＲ博多シティ開業 

 

■九州鉄道とは 

 九州鉄道は、明治 21年 8月 15日に設立された私設鉄道会社です。最初の路線網として、現在の鹿児島本線（門司港～八代）、

三角線、長崎本線（鳥栖～肥前山口、諫早～浦上）、佐世保線（肥前山口～早岐）、大村線、日豊本線（小倉～行橋）が計画

され、その第一期として、博多～千歳川仮停車場（筑後川北岸）が明治 22年 12月 11日に開業しました。この時、当初は筑

後川を渡り久留米駅までの開業が予定されていましたが、直前の筑後川の氾濫により橋梁工事が遅れ、千歳川仮停車場までの

開業となりました。この時、途中には、二日市、原田、田代、鳥栖の各駅も開業しました。また、博多～千歳川仮停車場間の

運転本数は 3往復で、所要時間は 1時間 23分でした。なお、久留米駅までは明治 23年 3月 1日に開業しています。 

 九州鉄道はその後、九州全土に路線網を拡大していき、明治 40年 7月 1日国有化され、その後昭和 24年 6月 1日に発足し

た日本国有鉄道に引き継がれていきます。 

 日本国有鉄道からは、昭和 62年 4月 1日に発足した九州旅客鉄道株式会社が路線を引き継ぎ、現在に至ります。 
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