2019 年２月４日

2019 年３月 10 日（日）
門司港駅グランドオープン記念式典を開催します
北九州市門司区にある「門司港駅」につきましては約６年間の保存修理工事を終え、2019 年３
月 10 日にグランドオープンを迎えることとなりました。ＪＲ九州ではこの記念すべき節目の日に、
記念式典を開催します。なおグランドオープン当日は、大正時代の雰囲気を楽しんでいただけるよ
う「8620 形蒸気機関車」の展示を予定しています。また前夜祭や地元イベントも盛りだくさんで
す。この機会にぜひ門司港エリアにお出かけください。

１ 門司港駅グランドオープン式典
（１） 日
時：2019 年３月 10 日 ９時半～10 時半（予定）
（２） 場
所：門司港駅前広場
（３） 主 催 者：九州旅客鉄道株式会社
（４） 出 席 者：文化庁、福岡県、北九州市、地元関係者、
九州旅客鉄道株式会社（50 名程度）
（５） 内
容：テープカット、その他セレモニー等
※一般の方のお客さまは式典会場外からの
ご見学となります。

２ 「蒸気機関車」の特別展示について
（１） 日
時：2019 年３月 10 日 ９時半～10 時半（予定）
（２） 場
所：門司港駅構内 ※ホームのない箇所に展示します。
（３） 内
容：8620 形蒸気機関車の展示
※大正時代の駅舎にちなみ「ＳＬ人吉」に使用している「8620 形蒸気機関車」
（大正 11 年製造）
を特別展示予定です。
※客車と連結はしません。
※見学者でホームの安全確保が必要な場合は、一部入場制限をさせていただく可能性がございます。

ＳＬ人吉について

肥薩線全線開通 100 周年を記念して 2009 年に復活した「ＳＬ人吉」
（熊本～人吉間運行）は、2019 年４月 25 日で運行開始 10 周年を迎え
ます。タイムスリップしたかのような内装や心を込めたおもてなしで
お客さまのご乗車をお待ちしております。

▼2019 年の運転についてはＪＲ九州ホームーページをご確認ください。

http://www.jrkyushu.co.jp/trains/slhitoyoshi/

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

３ その他
「門司港駅グランドオープン記念事業実行委員会」主催イベントについて
ＪＲ九州及び北九州市や地域のまちづくり団体、商店街、大学などが委員となり、グランドオー
プンを記念したイベントを実施します。
（１） 期 間：2019 年３月１日（金）～31 日（日）※週末を中心に開催
（２）会 場：門司港レトロ一帯
（３）主なイベント概要
 ３月９日は前夜祭として門司港駅のライトアップの点灯式を開催
 グランドオープン当日は、門司港駅の駅前広場を中心に、プロジェクションマッピング等、
さまざまなイベントを予定しています。
▼詳しくはコチラ
http://www.mojikoeki-reborn.com/
駅前キャンドル

門司港駅ライトアップ
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４ 門司港地区の臨時列車について
（１） 特急列車（博多～門司港間）
博多から門司港まで乗換えなしでご利用いただける、観光
に便利な時間帯に臨時特急列車を運転します。
【運転日】2019 年３月２日、３日、９日、10 日、16 日～31 日
※４月１日以降も土日や春休み・ＧＷ期間を中心に運転します。詳しくは大型時刻表
をご確認ください。
【臨時列車の停車駅及び運転時刻】
○きらめき 80 号（博多⇒門司港）
博多
赤間
折尾
黒崎
9：38
10：00
10：11
10：16

戸畑
10：22

小倉
10：30

門司
10：36

門司港
10：43

○きらめき 81 号（門司港⇒博多）
門司港
門司
小倉
戸畑
16：03
16：09
16：20
16：26

黒崎
16：33

折尾
16：38

赤間
16：51

博多
17：15

※いずれも 787 系６両
（２） 普通列車（門司港～小倉間）
休日のお昼の時間帯に門司港～小倉間に臨時列車を運転します。（上下４本ずつ計８本）
【運転日】2019 年３月 10 日、16 日、17 日、21 日、23 日、24 日、30 日、31 日
４月 27 日～30 日、５月１日～６日（2019 年 2/4 時点計画）
【運転時刻】
（上り）小倉⇒門司港 小 倉発 ①11：12 ②12：50 ③13：50※④14：39
（下り）門司港⇒小倉 門司港発 ①12：23 ②13：22 ③14：18 ④15：23
※（上り）③小倉駅発 13：50 は、3 月 10 日のみ 14：00 発となります。

５ わたせせいぞうラッピングトレインの出発式
（１） 日 時：2019 年３月 10 日 12 時半頃～（予定）
（２） 場 所：門司港駅構内
（３） 主催者：九州旅客鉄道株式会社
（４） 出席者：門司港駅長、わたせせいぞう氏
（５） 内 容：わたせせいぞう氏が門司港駅のグランド
オープンを記念して書き起こしたイラスト
をあしらったラッピング列車（811 系普通列
車）の出発式を行います。

（６）ラッピングイメージ

【わたせせいぞう氏プロフィール】
1945 年 神戸で生まれ 生後まもなく北九州市小倉北区に移り住む。
早稲田大学法学部卒業後 サラリーマン生活と並行し漫画制作を開始。
1974 年ビッグコミック賞入選を皮切りに 1983 年より代表作となる「ハートカ
クテル」が 週刊モーニングに連載開始となる 鮮やかな色彩表現が高く評価さ
れ当時としては異例の全作品オールカラーページでの掲載となった。
「ハートカクテル」は単行本を始めアニメ・ドラマ化されるなど 当時若者たち
の恋愛バイブルとして一世を風靡した。
色鮮やかな風景と大人の恋愛模様が織りなすカラフルなイラストは 後に美術
作品としても高く評価されるようになり 官公庁広報用ポスターや企業用広告
イラスト等も数多く手掛けるようになった。イラストレーターとしてコミック
作家として 国内外の展覧会でも好評を博し 画業 45 周年を迎える現在も季節
ぴあ表紙イラストや小学館 web メンズプレシャス「ワンダーカクテル」の連載・
「あの頃ボクらは若かった」の出版等 多方面に渡り精力的に活動している。
Ⓒ Mariko Tagashira

６ 重要文化財 門司港駅を知っていただく取組みについて
（１）ポータルサイトの立ち上げについて
重要文化財 門司港駅舎をより知っていただくツールとして門
司港駅舎の歴史やエピソード及び門司港駅舎保存修理工事に関す
る情報を掲載したポータルサイトを開設します。
➣ 使用開始 ： 2019 年 3 月 10 日～
➣ URL 及び QR コード ：

https://www.jrkyushu.co.jp/company/mojiko_sta
ポータルサイトイメージ

（２） 駅舎内展示物について
➣ 駅舎の保存修理工事時に発見された貴賓室の壁紙やみかど食堂で使われていた木製のスプ
ーン等を展示いたします。
➣ 特徴のある駅舎の壁構造を知っていただくために、内壁の一部をスケルトン素材で仕上げ、
展示します。

（３） その他
門司港駅舎の見どころをまとめた「門司港見どころガイド（動画）
」や門司港駅保存修理工
事記録をまとめた「工事修理記録（動画）」を駅舎内で放映します。

発見物（貴賓室壁紙）

発見物（みかど食堂の
木製スプーン・紙ナプキン）

内部壁構造展示イメージ

