2019 年３月 14 日

＼熊本県「人吉駅」周辺が楽しい２日間に／

イベント内容が決定しました
今月 22 日（金）と 23 日（土）
、初開催となる「観光列車サミット in 人吉球磨」のイベント詳細が決定い
たしましたので、お知らせいたします。たくさんの笑顔弾ける催しを開催します。皆さまのご来場をお待ち
しております。

１ 「観光列車サミット in 人吉球磨」とは
ＳＬ人吉が 2009 年４月に運行開始し、今年で 10 年を迎えます。この記念の年に、ＳＬ人吉運行開始当
初から沿線や人吉駅ホームでのお出迎え・お見送り、季節行事などで「おもてなし」を続けてくださった
人吉球磨地域の皆さまへ感謝すると共に、地域の皆さまとＪＲ九州が一緒になり、この「おもてなし文化」
を広く発信しようと企画されました。
「観光列車と街づくり」について、世代を超えて楽しみながら考える
参加型のイベントで、
ＳＬ人吉運行開始 10 年の節目に、この地域らしい観光列車にちなんだイベントです。

２ 実施概要
・開催日：2019 年 3 月 22 日（金）
・23 日（土）
・場 所：肥薩線 人吉駅周辺 （※会場ＭＡＰは別紙参照）
【機関車庫・駅前広場・鉄道ミュージアム MOZOCA ステーション 868 ・旧人吉鉄道事業部など】
・主 催：観光列車サミット in 人吉球磨実行委員会
・協 賛：人吉温泉旅館組合
・協 力：株式会社タカラトミー、くま川鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社
・後 援：
（一社）人吉温泉観光協会、熊本県県南広域本部球磨地域振興局、
（公社）熊本県観光連盟、
人吉球磨広域行政組合、日本遺産人吉球磨観光地域づくり協議会、人吉市、
(公社）日本観光振興協会九州支部
・主なイベント内容 各イベント内容と実施会場・整理券配布開始時間・定員は下記の通りです。

（１）列車大集合

22 日（金）13:00～13:30

人吉駅構内に、観光列車（Ｄ＆Ｓ列車）が集まります！特に、「いさぶろう・しんぺい」号が到着する
13：08～13：22 の約 15 分間は、６列車が大集合。これほどのＤ＆Ｓ列車が一堂に集まることはありません。
奇跡の瞬間をお楽しみください。

列車名

ホーム

通常運行区間

Ａ列車で行こう

１番

熊本～三角 （土日を中心に運転）

いさぶろう・しんぺい（定期列車）

２番

熊本～人吉～吉松

かわせみ やませみ（定期列車）

３番

熊本～人吉

ＳＬ人吉（定期列車）

庫１番

熊本～人吉 （土日を中心に運転）

指宿のたまて箱

庫２番

鹿児島中央～指宿

田園シンフォニー ※くま川鉄道所有

くま川鉄道

人吉温泉～湯前

本社 〒812-8566

福岡市博多区博多駅前三丁目 25 番 21 号

・JR 人吉駅ホームへは、入場券（大人 160 円／こども 80 円）が必要です。
・列車大集合に関しては、整理券の配布はございません。当日は、混雑状況により、ホームへの入場制
限を行う場合がございます。
・運行時刻等は、お知らせなしに変更になる場合がございます。予めご了承ください。
・22 日 MOZOCA ステーション２Ｆは 13：30 まで、３Ｆは 15：00 まで立入禁止とさせていただきます。
・22 日 14：00 までは、跨線橋内での見学・撮影は禁止とさせていただきます。
・おすすめ見学場所は、別紙または「観光列車サミット in 人吉球磨実行委員会 Facebook ページ」
・
「人
吉温泉観光協会ホームページ」でご紹介します。
【安全にご見学いただくためのお願い】 安全のために、注意事項は必ずおまもりください。
・ホーム上は、三脚・自撮り棒・脚立を使用した撮影や場所取りはおやめください。
・乗務員に向かってフラッシュ・照明の使用はお控えください。

※

・線路内に立ち入らないでください。線路内へものを落とされた場合は、駅係員にお知らせください。
・駅周辺でのドローンは使用禁止となっております。
・無断駐車はご迷惑となりますので、会場へは公共交通機関をご利用ください。

（２）シンポジウム 23 日（土）10:30～12:30
観光列車のおもてなしに力を入れている「人吉球磨」地域の取り組みをシンポジウム形式で紹介します。
シンポジウムの最初には、2 月 17 日（日）まで開催していた、子ども達の「あったらいいな」、
「乗ってみ
たいな」と思う、
「夢の列車」を募集する“ドリームトレインコンテスト”の授賞式も開催します。
・場
所
人吉駅構内 石造り機関車庫内特設会場
・パネリスト
株式会社タカラトミー 代表取締役社長 小島 一洋 様
ドーンデザイン研究所 代表 水戸岡 鋭治 様
人吉市長 松岡 隼人 様
株式会社ホリプロ 南田 裕介 様
ＪＲ九州 代表取締役社長執行役員 青柳 俊彦
・テ ー マ 「観光列車とまちづくり」
、
「夢の列車」
・整 理 券 ①22 日 15:00～ 30 枚配布 ②23 日 ９:40～ 50 枚程度配布
・整理券配布箇所 人吉駅前「イベント本部テント」

（３）わくわくイベント
各会場では、お子さまから大人まで、お楽しみいただける催し物をご用意しています。
整理券配布開始時間・場所は、当日９：40～人吉駅前「イベント本部テント」前です。

①プラレールコーナー

会場：旧人吉鉄道事業部会場

今年60周年を迎える鉄道玩具「プラレール」。たくさんのプラレールが走る「プラレールジオラマ」や、実際に触って遊べる「プレイランド」が登場！
「観光列車サミット」オリジナルのかわいい記念撮影コーナーやJR九州子ども用制服の着用体験も。 【入室制限】
混雑時は、お一人30分ずつの交代制
22日（金）・23日（土） 10:00～16:00

ジオラマイメージ

プレイランドイメージ

ＪＲ九州車両も走行

②ミニトレイン運行

会場：人吉駅前広場（からくり時計）、MOZOCA側駐車場

JR九州人気のＤ＆Ｓ列車のミニトレインがやってきます。人吉では見ることがない「或る列車」や「あそぼーい！」のミニトレインです。

有料：１回100円

22日（金）・23日（土） 10:00～16:00
※「或る列車」ミニトレインは、23日（土）の10：00～14：00のみ運行
子ども用制服
着用体験も！

③ ワークショップ

会場：鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868・MOZOCA側駐車場

地元伝統工芸品の絵付け体験、JR九州社員による「観光列車サミット」オリジナル特別メニューです！
「ＳＬのひみつ」は、現役ＳＬ機関士による講義、JR九州社員によるワークショップは、小学校低学年のお子さまにおすすめです。

22日（金）
10:00～16:00

■ きじ馬・花手箱などの人吉球磨伝統工芸品絵付け体験 ※有料1,300円
（所要時間：１人 40分程度）

23日（土）
10:00～16:00
11:30～12:00
13:00～13:30
14:30～15:00
15:15～15:45

④ステージイベント

■ きじ馬・花手箱などの人吉球磨伝統工芸品
絵付け体験 ※有料1,300円 （所要時間：１人
■ 「ＳＬのひみつ」
■ 「JR九州社員による鉄道さんすう教室」
■ 「ＳＬのひみつ」
■ 「JR九州社員による物理教室」

40分程度）

【整理券】
9：40～配布 各回30名

会場：人吉機関車庫

「くまモン」に元気と夢をもらおう、「くまモンステージ」と、人気鉄道番組「鉄道発見伝」メンバーによる鉄道について熱く楽しく語るトークショー

23日（土）
14:00～14:30
14:45～15:15

「くまモン」ステージ
日テレCSプラス「鉄道発見伝」トークショー（※藤田アナは出演しません。）

【整理券】
9：40～配布
各回100名

⑤グッズ販売・観光物産展 会場：人吉駅前広場（からくり時計）、MOZOCA側駐車場
列車内限定グッズや「かわせみ やませみ」車内限定お弁当の特別販売や「人吉球磨」地域の美味が登場！

22日（金）・23日（土） 10:00～16:00

プレミアム焼酎ボトル

鉄道グッズ

かわせみ やませみオリジナル弁当

⑥ドリームトレイン作品展示／⑦運転シミュレーター(23日のみ)

会場：旧人吉鉄道事業部会場

2月17日（日）まで開催していた、子ども達の「あったらいいな」、「乗ってみたいな」と思う、「夢の列車」を募集する“ドリームトレインコンテスト”。
今回、会場には、熊本県在住の方からご応募いただいた作品
を展示いたします。また、列車運転士体験ができる

列車の運転士

「運転シュミレーター」も登場！

体験も登場！

22日（金）・23日（土）
10:00～16:00
（シミュレーターは23日のみ）

（２３日のみ）

★「観光列車サミット in 人吉球磨」をもっと楽しもう！！ ★
○ サミット参加記念「10 年後の自分を考えてみよう」
10 年後、キミは何に（どんなふうに）なっていますか？また、なっていたいですか？
この機会に「夢」を考え、それを「夢きっぷ」に書いてみませんか。
参加記念としてプレゼントします。（数量限定、なくなり次第終了とさせていただきます。
）
・配布箇所：旧人吉鉄道事業部会場
○ 会場を巡るスタンプラリー
観光列車サミットは、人吉駅周辺の各会場に分かれています。各会場を楽しく巡っ
ていただくため「スタンプラリー」を実施します。スタンプを集めると、このイベン
ト限定のステッカーシールをプレゼントします。
（※数量限定の為、なくなり次第終了となります。）
・台紙受取箇所：各会場（人吉駅改札口、駅前広場、MOZOCA ステーション、
旧人吉鉄道事業部会場等）
・賞品受取箇所：イベント本部テント
○ キハ 31 形「特別展示」
2016 年 3 月 31 日まで肥薩線を走行していた「キハ 31 形」
。かつては、
「いさぶろう・しんぺい」や観光列車「九千坊号」として肥薩線で
活躍していたこの「キハ 31 形」が 2019 年 3 月 16 日をもって営業運転を
終了します。サミット開催両日限定で、旧人吉鉄道事業部会場
付近で「特別展示」します。
・車両展示日時：両日ともに 10：00～16：00

３ その他
（１）「観光列車サミット in 人吉球磨」へは公共交通機関でお越しください。
①

【３月 22 日・23 日の肥薩線予約状況】
上り・下り共に若干空席がございます。（３月 14 日現在）
（○・・・11 席以上、△・・・10 席以下、×・・・満席）

＜下り＞
列車名

熊本駅発時刻

行き先

空席
22日

23日

特急「かわせみ やませみ１号」 ※自由席あり

7:39

人吉

×

×

特急「いさぶろう１号」

8:31

吉松

○

○

ＳＬ人吉（下り）

9:45

人吉

×

×

特急「かわせみ やませみ３号」

11:24

人吉

△※１

△※１

特急「かわせみ やませみ５号」

15:22

人吉

○※１

○

＜上り＞
列車名

人吉駅発時刻

行き先

空席
22日

23日

特急「かわせみ やませみ４号」

13:25

熊本

○

△※１

ＳＬ人吉（上り）

14:38

熊本

○

○

特急「しんぺい４号」

16:43

熊本

○

○

特急「かわせみ やませみ６号」

17:24

熊本

△※１

○※１

※１「かわせみ やませみ」号は、
「カウンター席（※インターネット列車予約不可）」に空席がございます。
「カウンター席」は、主な駅のみどりの窓口、主な旅行会社で発売しています。
②

博多・熊本方面からは、九州新幹線「新八代駅」と接続している高速バス「Ｂ＆Ｓみやざき」も空席が
ございます。駐車場に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。
※人吉 IC～人吉駅までは、
「じゅぐりっと号」やタクシー（小型１台 800 円程度）が便利です。

（２）
「観光列車サミット in 人吉球磨」とあわせて人吉観光をしませんか。

国宝「青井阿蘇神社」
（人吉駅から徒歩５分）

※イベントの内容は変更となる場合がございます。

くま川下り
（人吉駅から徒歩 20 分）

焼酎蔵見学
（人吉駅からバスで 10 分）

【別紙】会場ＭＡＰ・3 月 22 日「列車大集合」おすすめ見学場所

