
  

       平成 29 年 12 月 19 日 

ＪＲ九州 久留米鉄道事業部 

おおお客客客さささままま応応応援援援プププロロロジジジェェェクククトトト発発発動動動！！！！！！   
 

ＪＲ九州 久留米鉄道事業部は、沿線沿いに学校が多く存在し、駅をご利用される

学生や、若い方々に感謝をこめて、今年も以下の企画で応援して参ります。 

～久留米鉄道事業部 運輸課長：大吉英高（おおよしひでたか）は、大吉（だいき

ち）という幸運な名前の持ち主です。この幸運な名前を活用し、ＪＲ九州をご利用頂

いている皆さまを応援するため、「大吉くん」が立ち上がりました。～ 

 

■受験生応援企画 

 「大吉くん」は、今年も合格に向けて以下のように受験生を応援して参ります。 

その１ ：『「大吉（だいきち）くん」を探せ！』  

久留米鉄道事業部管内の各駅に出没します。受験生のみなさまは、「大吉くん」を見つけて「受験生

です」と声をかけてみてください。「大吉くん」があなたの合格を願い「大吉印特製幸運袋（合格祈願）」

を差し上げます。 

    ※出没の駅及び日時は別紙チラシをご参照ください。出没日時以外は居ませんのでご注意を！ 

 

その２ ：『あなたの駅で合格祈願！』 

     ＪＲ九州久留米鉄道事業部の「久留米駅長、筑後船小屋駅長、新大牟田駅長、大牟田駅長、日田駅

長の各駅長」(以下：各駅長)は、「大吉くん」には負けられないと、駅にオリジナル絵馬を用意します。

駅に設置してある「絵馬」に合格祈願をご記入ください。受験生の願いを駅の応援ボードに平成 29

年 12月 20日（水）～平成 30年 2月 28日（水）まで展示します。 

 

その３ ：『駅長が受験生応援祈願！』 

受験生を応援する「大吉くん」と各駅長がセンター試験直前の平成 30年１月 11日（木）10：00に、

学問の神さま「菅原道真公」を祀ってある「久留米宗社 日吉神社」（注 1）にて各駅で展示した絵馬

を奉納し、合格祈願を行います。 

（1月 11日以降に展示された絵馬は「大吉くん」が 3月上旬に同神社に奉納します。） 

 

その４ :『応援花のプレゼント！』 

枯れても花が落ちにくいことから、受験の縁起物とされているカーネーション（応援花）を、「久留

米花卉園芸農協」より 30鉢提供して頂き、久留米駅にて平成 30年 2月 9日(金)～2月 16日（金）ま

で展示します。そして、平成 30 年 2 月 16 日（金）16：00から、「大吉くん」が「大吉印特製幸運袋

（合格祈願）」を添えてお配りいたします。（先着順） どうぞお気軽にお申し出ください。 

 

 

 

（注 1）久留米宗社日吉神社は、万物の生成発展を助けられる神さまと学問の神さまをお祀りされる神社。神さまのお使いは

「優る勝る」に通じると云われる。ご神域である風門は「成長と整う」を司る場所といわれ、新たな始まりを望まれ『準備万

端整う』という意味で縁起が良いとされる。大吉印特製幸運袋（合格祈願）は、このご神域の砂が入っている。 

大吉くん 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3丁目 25番 21号 



  

 

■カップル誕生恋愛応援企画 

「大吉くん」は、受験生の応援に留まらず、バレンタインデーに向けて、愛の告白の応援のために、「縁結

び」または「恋愛成就」を願いたいと言い出しました。詳細は以下のとおりです。 

 

その１ ：『「大吉（だいきち）くん」を探せ！』  

「大吉くん」が久留米鉄道事業部管内の駅に出没しますので、片想いをしている方、今度プロポー

ズをしよう！と心に決めている方は、「大吉くん」を見つけて、声をかけてみてください。 

「大吉くん」があなたの愛の告白を応援する大吉印特製幸運袋（縁結び・恋愛成就祈願）」を差し上

げます。 

    ※出没の駅及び日時は別紙チラシをご参照ください。出没日時以外は居ませんのでご注意を！ 

 

その２ ：『あなたの駅で縁結び・恋愛成就祈願！』 

     ＪＲ九州久留米鉄道事業部の各駅長も、愛の告白を応援するため、駅にオリジナル絵馬を用意しま

す。駅に設置してある「絵馬」に縁結び・恋愛成就祈願をご記入ください。皆さまの願いを駅の応援

ボードに平成 30年 1月 11日（木）～2月 8日（木）まで展示します。 

 

その３ ：『駅長が縁結び・恋愛成就祈願！』 

愛の告白を応援する「大吉くん」と「ＪＲ九州久留米鉄道事業部の各駅長」がバレンタインで皆さ

まの願いが果たされるように、平成 30年２月９日（金）11：00から、「恋命」を祀ってある「恋木神

社 （水田天満宮末社）」（注２）にて駅に展示した想いの詰まった絵馬を奉納し、縁結び・恋愛成就

祈願を行います。 

 

 

「大吉くん」が願いを込めたシャープペンシ    

ルを受験の際や愛の告白の手紙に使ってみま

せんか？   
 

『駅でＪＲ九州ロゴ入りシャープペンシルプレゼント！』 

きっぷ（乗車券、特急券、定期券等）を久留米鉄道事業部内の各駅（久留米、筑後船小屋、新大牟田、

大牟田、日田）でご購入の際、「大吉くん」からもらった「大吉印特製幸運袋（合格祈願・縁結び・恋愛

成就祈願）」をご提示ください。 

「ＪＲ九州ロゴ入りシャープペンシル」（お一人さま一回限り）をプレゼント！！ 

 

（注 2）恋木神社（水田天満宮末社）は、水田天満宮の末社として建立当初より鎮座し、御

祭神は恋命を祀り、全国でも珍しく恋木神社は一社のみである。「良縁幸福の神様」「恋の

神様」として皆さまに篤く信仰されている。恋参道を始め社殿床に至るまで水田焼のハー

ト型の陶板が華麗に敷き詰められ、バレンタイン神社としても親しまれている。 



ＪＲ九州 久留米鉄道事業部 

おおお客客客さささままま応応応援援援プププロロロジジジェェェクククトトト発発発動動動！！！！！！   
 

ＪＲ九州久留米鉄道事業部の運輸課長：大吉英高（おおよしひでたか）は、大吉（だいきち） 

という幸運な名前の持ち主です。大吉英高（以下：「大吉くん」）は名前だけで縁起がいいのです。 

｢大吉くん｣は、幸運な名前を活かし、みなさまを応援したいと立ち上がりました。 

なんだか御利益（ごりやく）がありそうです。企画をみてみましょう！ 
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「大吉くん」プロフィール 

ＪＲ九州久留米鉄道事業部運輸課長 兼 久留米運輸センター長 

：大吉英高（おおよしひでたか） 

身長：165cm、体重：77kg、 

体型：肥満（現在ダイエット中ですので、大幅に体型が変わることが予想されます。） 

特徴：おっさん 

 

■受験生応援企画 
 「大吉くん」は、今年も合格に向けてがんばっている受験生を応援します。 

その１：大吉くんを探せ 

  受験生を応援するためにいろいろな駅に出没します。さあ！「大吉くん」を探しに行こう！ 

｢大吉くん」を見つけて、声をかけてみてください。「大吉くん」があなたの想いを願い「大吉印特製幸運袋」

（合格祈願）を差し上げます 

<大吉くん出没期間> 平成 30年１月 11日（木）～２月 24日（土） 

１月 11日（木）  16：00   ～ 17：00   久留米駅                   ２月９日（金）   7：00   ～  8：00   南久留米駅            

１月 15日（月）  16：00   ～ 17：00   筑後吉井駅              ２月 13日（火） 16：00   ～ 17:00   久留米大学前駅   

１月 18日（木）  7：00   ～  8：00    大牟田駅                ２月 24日（土） 14：00   ～ 16：00   夜明駅 

１月 22日（月）   7：00   ～  8：00   新大牟田駅               ※先着 300名様限定。なくなり次第終了 

                16：00  ～ 17：00    筑後船小屋駅                ※都合により変更することがございます。 

１月 24日（水）   7：00  ～  8:00    久留米高校前駅                              

１月 26日（金）  16：00   ～ 17：00   日田駅                 

１月 30日（火）    7：00  ～  8：00   羽犬塚駅               

２月１日（木）   16：00   ～ 17：00   瀬高駅                 

２月５日（月）     7：00   ～ 8：00     荒木駅                   

その２：あなたの駅で合格祈願 

 対象駅にオリジナル絵馬をご用意します。皆さまの合格の願いを込めてご記入ください。またご記入いただいた絵馬につい

ては、応援ボードに展示します。展示後は、学問の神さま「菅原道真公」を祀ってある「久留米宗社 日吉神社」に奉納いた

します。 

  期間：平成 29 年 12 月 20 日（水） ～  平成 30 年２月 28 日（水） 

 < 絵馬配布駅 > 

  久留米駅、筑後船小屋駅（幹）、新大牟田駅、荒木駅、羽犬塚駅、瀬高駅、大牟田駅 

   久留米高校前駅、南久留米駅、久留米大学前駅、筑後吉井駅、日田駅 

 < 応援ボード設置駅 > 

   久留米駅、筑後船小屋駅（幹）、新大牟田駅、羽犬塚駅、瀬高駅、大牟田駅、日田駅 

  ※荒木駅、久留米高校前駅、南久留米駅、久留米大学前駅、筑後吉井駅にてご記入いただいた絵馬については、久留米駅 

   に展示します。 
 

 

  

 

別紙 

大吉印特製幸運袋（合格祈願） 

合格祈願絵馬 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その３：駅長が受験生応援祈願！ 

受験生を応援する「大吉くん」とＪＲ九州久留米鉄道事業部の「久留米駅長、筑後船小屋駅長、新大牟田駅長、大牟田駅長、

日田駅長の各駅長」（以下：各駅長）がセンター試験直前に、学問の神さま「菅原道真公」を祀ってある「久留米宗社 日吉神

社」にて各駅で展示した絵馬を奉納し、合格祈願を行います。 

（1 月 11 日以降に展示された絵馬は「大吉くん」が 3 月上旬に同神社に奉納します。） 

日 時 ：平成 30 年１月 11 日（木） 10：00 ～ 10：30 

祈願者 ：久留米鉄道事業部 運輸課長（「大吉くん」） 

     久留米駅長、筑後船小屋駅長、新大牟田駅長、大牟田駅長、日田駅長 

 

その４：応援花のプレゼント！  
  枯れても、花が落ちにくいことから、受験の縁起物とされているカーネーション（応援花）を、「久留米花卉園芸農協」よ

り 30 鉢ご提供いただき、久留米駅にて期間中展示します。展示期間終了後には、「大吉くん」が「大吉印特製幸運袋(合格祈

願）」を添えてお配りいたします。（先着順）どうぞお気軽にお申し出ください。 

 期 間 ：平成 30 年２月９日（金） ～  平成 30 年２月 16 日（金） 

 配布日時：平成 30 年２月 16 日（金）   16：00 ～ 

 ※応援花の配布個数は、状況により変わることがございます。 

  

 

■カップル誕生恋愛応援企画 
 「大吉くん」は、受験生の応援に留まらず、バレンタインデーに向けて、愛の告白の応援のために、「縁

結び」または「恋愛成就」を願いたいと言い出しました。詳細は以下のとおりです。 

その１：大吉くんを探せ 

 「大吉くん」が久留米鉄道事業部内の駅に出没しますので、片想いをしている方、 

今度プロポーズをしよう！と心に決めている方は、「大吉くん」を見つけて、声を 

かけてみてください。 

「大吉くん」があなたの愛の告白を応援する「大吉印特製幸運袋」（縁結び・恋愛 

成就祈願）を差し上げます。 

※<大吉くん出没期間>については、受験生応援企画と同じです。 

その２：あなたの駅で縁結び・恋愛成就祈願！  

 ＪＲ九州久留米鉄道事業部の各駅長も、愛の告白を応援するため、駅にオリジナル 

絵馬を用意します。駅に設置してある「絵馬」に縁結び・恋愛成就祈願をご記入ください。 

皆さまの願いを駅の応援ボードに期間中展示します。 

 期 間 ：平成 30 年１月 11 日（木） ～  平成 30 年２月８日（木） 

 ※<絵馬配布駅> <応援ボード設置駅>については、受験生応援企画と同じです。 

その３：駅長が縁結び・恋愛成就祈願！  

  愛の告白を応援する「大吉くん」と「ＪＲ九州久留米鉄道事業部の各駅長」がバレンタインで 

皆さまの願いが果たされるように、「恋命」を祀ってある「恋木神社 （水田天満宮末社）」にて 

駅に展示した想いの詰まった絵馬を奉納し、縁結び・恋愛成就祈願を行います。 

日 時 ：平成 30 年２月９日（金） 11：00 ～ 11：30 

祈願者 ：久留米鉄道事業部 運輸課長（「大吉くん」） 

     久留米駅長、筑後船小屋駅長、新大牟田駅長、大牟田駅長、日田駅長 

 

「大吉くん」が願いを込めたシャープペンシルを受験の際や愛の告白の手紙に使っ

てみませんか？ 
 きっぷ（乗車券、特急券、定期券等）を久留米鉄道事業部の各駅（久留米、筑後船小屋、新大牟田、大牟田、日田）でご購

入の際、「大吉くん」からもらった「大吉印特製幸運袋（合格祈願・縁結び・恋愛成就祈願）」をご提示ください。 

 「ＪＲ九州ロゴ入りシャープペンシル」（お一人さま一回限り）をプレゼント！！ 

大吉印特製幸運袋（縁結び・恋愛成就） 

縁結び・恋愛成就絵馬 
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