
 

 

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 9月 26日 

 

 

 

 

10 月 14 日は、明治 5 年に新橋～横浜間に日本で初めて鉄道が開通したことを記念した「鉄道

の日」です。今年も 10月 1 日～31 日の 1 ヶ月を「レイルマンス」として、ＪＲ九州では各地域

で趣向をこらしたイベントを開催いたします。是非お越しください。 

 

１ 主なイベント 

□ 10月 4日（土）・5日（日）「鉄道の祭典」 

会 場：九州鉄道記念館（最寄駅：門司港駅） 

内 容：鉄道のおしごと体験、鉄道アイドル 豊岡真澄さん・鉄道 BIG4 南田裕介さん来館  

 

□ 10 月 4日（土）「鉄道の日イベント」  

会 場：佐賀駅南口、佐賀デイトス西館等（最寄駅：佐賀駅） 

内 容：ミニトレイン乗車会、鉄道ミニシアター、鉄道部品展、鉄道写真展 

 

□ 10月 11日（土）「2014鉄道の日大感謝祭」 

会 場：佐世保車両センター（最寄駅：早岐駅） 

内 容：車両基地見学、駅バックヤードツアー、ミニ列車運行、物販 

 

□ 10月 11日（土）・12日（日）「熊本駅 秋の鉄道祭り 2014」 

会 場：熊本駅 

     内 容：アンパンマンショー、アンパンマン握手撮影会、ゆるキャラ大集合（11日） 

       豊肥本線 100周年記念出発式、「えきマチ 1丁目熊本」誕生記念式典（12日）  

 

□ 10月 12日（日）「工場まつり 2014」 

会 場：小倉総合車両センター（最寄駅：南小倉駅） 

     内 容：車両展示、落書き列車、車体上げ実演、車両部品販売、ミニＳＬ運転 

 

□ 10月 12日（日）・13日（月・祝）「鉄道の日フェスタ 2014 inアミュ広場」 

会 場：鹿児島中央駅アミュ広場 

     内 容：ミニ列車乗車、ステージイベント、ＪＲグッズ販売  

 

□ 10月 25日（土）「トレインフェスタ in大分」 

会 場：大分車両センター（最寄駅：牧駅） 

     内 容：車両展示、ミニＳＬ体験乗車 

  

２ その他 

その他のイベントについては別紙をご参照ください。 

 ※イベント内容・日程等は変更になる場合もありますのでご注意ください。 

 

 

 

九州レイルマンス  第 2１回鉄道の日イベント 

 



別紙

県名 開催日 イベント名 主なイベント内容 会場 最寄り駅

10月4日（土）・10月5日（日）
9：00～17：00
（入館締切16：30）

九州鉄道記念館「鉄道の祭典」
展示車両運転台特別公開や鉄道のおしごと体験
鉄道アイドル豊岡真澄さん、鉄道BIG４南田裕介さん来館

九州鉄道記念館内 門司港駅

10月19日（日）
10：00～16：00

鉄道の日イベント
鉄道模型展示
写真撮影
駅バックヤードツアーなど

博多駅 博多駅

10月11日（土）
筑後船小屋ウォーキング＆
九州芸文館「鉄道展」

ＪＲ九州ウォーキング＆「鉄道展」「模擬踏切脱出体験」 筑後市、九州芸文館 筑後船小屋駅

10月14日（火） 鉄道の日　餅つき大会 支援団体のＪＲ久留米会による餅つき大会＆ななつ星お出迎え 久留米駅 久留米駅

10月14日（火）
祝・運行1周年「ななつ星in 九
州」を盛大にお祝いウォーク
inうきは市

ＪＲ九州ウォーキング＆ななつ星お出迎え うきは市、保木公園 うきは駅

10月12日（日）
9:30～15:30
（入場締切15:00）

工場まつり2014

車両展示
車体上げ実演
ミニＳＬ運転
落書き列車
車両部品販売
ステージアトラクション
模擬店・物販店など

小倉総合車両センター
南小倉駅より徒歩15分
※西小倉駅～小倉総合車両センター
間の無料シャトルバスを運行

南小倉駅

10月26日（日） 福北ゆたか線フェスタ2014 in直方

タレントによるトークショー（徳永玲子さん、斉藤ふみさん）
ミニＳＬ、ミニ新幹線体験乗車・アルミカート体験乗車
架線作業車実演
模擬踏切（踏切講習会）
鉄道がらくた市、車両展示（787系、DE-10）
転車台見学ツアーなど

直方車両センター構内 直方駅

10月4日（土）
10：00～16：00

「鉄道の日」イベント

ななつ星お出迎え
ミニトレイン乗車会
ドーム型エアー遊具「ふわふわ」体験
鉄道模型・ジオラマ展示
鉄道部品展、鉄道写真展
プラレールワールド、鉄道ミニシアター
ペーパークラフトトレイン工作
もちつき、わたがし、ヨーヨーつり
スタンプラリー抽選会

ＪＲ佐賀駅南口、佐賀デイトス西館等 佐賀駅

10月18日（土）
10：00～15：00

唐津駅鉄道の日イベント

ミニＳＬ運行
唐津くんちヘッドマーク展示
Ｎゲージ運行
架線作業車
鉄道のグッズ販売、唐津商業高校物販
沿線高校によるコンサート実施（14：30頃）
「軍師官兵衛」縄張りの肥前名護屋城の紹介
「謎解き　名護屋城」タブレット体験
「九州オルレ唐津コース」見どころ写真展

唐津駅コンコース 唐津駅

10月5日（日）
10：00～16：00

2014 鉄道の日大感謝祭

ミニ列車運行
駅バックヤードツアー
地元特産品の物販
ステージイベント
物販など

長崎駅かもめ広場 長崎駅

10月11日（土）
10：30～16：30
※雨天中止

2014 鉄道の日大感謝祭
車両基地見学
ミニ列車運行
物販など

佐世保車両センター構内 早岐駅

10月10日（金）～10月20日（月） 鉄道絵画展の開催 中津市立豊陽中学校による鉄道絵画展 中津駅コンコース 中津駅

10月6日（月）～10月26日（日） 「鉄道の日」絵画展 普照保育園による絵画展 柳ヶ浦駅待合室 柳ヶ浦駅

10月10日（金）～10月19日（日） 九州鉄道ＯＢ会による写真展を開催

10月19日（日） 高校生による演奏会

10月19日（日） 花を配布（予定）

10月14日（火） ミニＳＬの運転と体験乗車 杵築駅前広場

10月14日（火） 鉄道模型、鉄道用品の展示 杵築駅コンコース

10月10日（金）～20日（月）予定 幼稚園児による列車の絵展示 杵築駅待合室

10月10日（金）～10月17日（金） 幼稚園児による電車の絵画展 幼稚園児による電車の絵画展の開催（予定・調整中） 臼杵駅コンコース 臼杵駅

10月10日（金）～10月19日（日） 「鉄道の日」絵画展 幼稚園児、保育園児による鉄道関連の絵画展を開催 津久見駅コンコース 津久見駅

10月11日（土）～20日（月） 幼稚園児絵画展・トマト配布 幼稚園児絵画展示・トマト50袋配布（13日8：30～） 豊後竹田駅構内 豊後竹田駅

10月25日（土）
9：30～15：00（予定）

トレインフェスタ in大分
車両展示
体験乗車（ミニＳＬ）など

大分車両センター 牧駅

10月11日（土）
10：00～17：30

10月12日(日）
熊本駅「秋の鉄道祭り2014」

【11日】
アンパンマンショー、アンパンマン握手撮影会
ゆるキャラ大集合＆観光ＰＲ
熊本城おもてなし武将隊＆ひごまる演舞
秀岳館高校「雅太鼓」、花陵中学校吹奏楽部、旭保育園園児演奏会
【12日】
豊肥本線100周年記念出発式
「えきマチ1丁目熊本」誕生記念式典
「熊本駅（くまもん）記念入場券」発売

熊本駅 熊本駅

10月26日（日）
9：30～15：30
（入場締切15：00）

新幹線フェスタ2014 in熊本

新幹線車両「Ｎ700系」「800系」の展示及び車内見学
800系新幹線の運転台見学（抽選）
N700系体験乗車（要整理券）
新幹線車体上げ・載せ作業実演
保守用車の展示及び体験乗車
軌道自転車体験乗車
トラバーサーによる車両移動実演
ミニＳＬ運転（有料）
起床装置体験
ステージイベント（10:00～10:30　くまモンも登場予定！）
グッズ・飲食物販売

熊本総合車両所 富合駅

鹿児島

10月12日（日）
10：00～17：00

10月13日（月・祝）
10：00～19：00

鉄道の日フェスタ2014 inアミュ広場

【12日：鉄道の日2014～まるごと霧島の日～】
霧島九面太鼓、鈴掛け馬踊り、霧島神楽
観光品販売、ＪＲグッズ販売
振る舞いコーナー（ねったぼ・もぜ冷麺）
ミニ列車乗車
【13日：ＪＲ九州プレゼンツ　μＦＭ　ＲａｄｉｏＲｅｒａｔｉｏｎ鉄
道の日2014】
駅長おすすめの日帰りグルメきっぷリポート対決
小学生限定！ＪＲ九州学校
トッキュウジャーショー、アーティストＬＩＶＥ
ミニ列車乗車
カフェブース・高校生おもてなしブース・焼酎ブース・観光ＰＲブース
ＪＲグッズ販売

鹿児島中央駅アミュ広場 鹿児島中央駅

宮崎 11月1日（土）・2日（日）
鉄道の日＆えきマチ1丁目
感謝イベント（仮称）

ステージイベント及び自治体出店等 宮崎駅西口広場及び噴水広場 宮崎駅

第21回「鉄道の日」記念イベント

大分

佐賀

福岡

熊本

長崎

「鉄道の日」イベント 杵築駅

｢鉄道の日｣イベント 別府駅構内 別府駅
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