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「ＳＬ銀河」運行開始５周年記念！ＪＲ釜石駅夏の特別イベント 

～「『ＳＬ銀河』機関車一般公開 in釜石」＆「釜石駅前夏祭り」を同日開催します～ 

 

 

 

 

 

１ 「ＳＬ銀河」機関車一般公開 in釜石 

（１） 主  催：東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 

（２） 日  時：2019年 7月 14日（日）9時 40分～13時 00分 

（３） 場  所：ＪＲ釜石駅構内 

（４） 受  付：ＪＲ釜石駅前（9時 10分～12時 00分） 

（５） イベント概要 

「ＳＬ銀河」機関車「Ｃ58 239」運転台での記念撮影をはじめ、現役ＳＬ検修員によるクイズ

大会、安全運行を支える「レールスター（線路点検車）」の体験乗車など、鉄道を身近に感じて

いただける内容となっています。 

※詳しくは別紙１をご覧ください。 

２ 釜石駅前夏祭り 

（１） 主  催：釜石駅前祭り実行委員会 

（２） 日  時：2019年 7月 14日（日）10時 00分～20時 00分 

（３） 場  所：釜石駅前広場 

（４） イベント概要 

音楽やお笑いライブ、郷土芸能などを披露する特設ステージや、 

県内各地の食を楽しめる飲食ブース等を設け、釜石駅を訪れる 

お客さまをおもてなしします。 

※詳しくは別紙２をご覧ください。 

東日本旅客鉄道株式会社では、東北エリアの観光流動の活性化を通じ観光面からの復興支援と地域活性化を

図るため 2014年度よりＳＬ銀河を運行しており、今年度 5周年迎えました。 

このたび、お客さま・沿線の皆さまに感謝の気持ちをお伝えするため、ＪＲ釜石駅夏の特別イベントとして

「『ＳＬ銀河』機関車一般公開 in釜石」と「釜石駅前夏祭り」を開催します。 

当日は地元の皆さまと連携し、さまざまなイベントを実施します。是非お越しください。 

【機関車 C58 239（イメージ）】 



「ＳＬ銀河」機関車一般公開 in釜石 イベント詳細 
（１） 主  催：東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 

（２） 日  時：2019年 7月 14日（日）9時 40分～13時 00分 

（３） 場  所：ＪＲ釜石駅構内 

（４） 受  付：ＪＲ釜石駅前（9時 10分～12時 00分） 

 ※入場無料ですが、入場の際には受付が必要になります。 

（５） イベント内容 

① 「ＳＬ銀河」機関車転車台公開

時  間：9時 50分頃～10時 10分頃 

内  容：「ＳＬ銀河」機関車の転車台を公開し、稼働するシーン 

を間近にご覧いただけます。 

【注意事項】 

・ＪＲ釜石駅前から会場までは徒歩で約 10分かかります。 

② ＳＬ機関車の運転台でなりきり記念撮影

時  間：10時 45分～12時 50分（5分間隔で実施） 

内  容：ＳＬ運転士・検修員と同じ制服を着て「ＳＬ銀河」機関車の運転台に乗車して 

記念撮影ができます。抽選で小・中学生のお客さま 25名様限定です。 

【注意事項】 

・抽選券を配布いたしますので、9時 40分までに受付をお済ませください。 

・10時 15分より抽選会を行います。 

・時間の指定はできません。ご参加のお客さまは指定された時間にお越しください。 

・安全確保のため半ズボン・サンダルではご乗車いただけません。また、衣服が汚れる可能 

性がございます。予めご了承ください。 

③ 制服を着て機関車をバックに記念撮影

時  間：10時 15分頃～13時 00分 

内  容：「ＳＬ銀河」の機関車をバックに駅長や乗務員の制服を着て 

記念撮影ができます。乗務員がデザインしたオリジナル 

フォトフレームもご用意しております。 

④ 第 2回 クイズＳＬ王はオレだ！

時  間：11時 00分～12時 00分 

内  容：ＳＬ運行を支える現役ＳＬ検修員によるクイズイベントです。 

優勝者にはＳＬ検修員特製の優勝メダルと「ＳＬ銀河」木彫り 

コースターを贈呈します。先着 50名のイベントです。 

【注意事項】 

・10時 30分～10時 50分の間に会場にお越しください。 【木彫りコースター（イメージ）】 

【転車台稼働シーン（イメージ）】 

【フォトフレーム（イメージ）】 

別紙１ 



⑤ レールスター体験乗車

時  間：10時 15分～11時 15分、11時 45分～12時 30分 

内  容：鉄道の安全運行を支える「レールスター（線路点検車）」 

に試乗できます。ご参加は小学生以上のお客さま限定と 

なります。 

【注意事項】 

・レールスターの操縦はＪＲ社員が行います。 

・安全のためヘルメットを着用していただきます。 

⑥ Ｎゲージ（鉄道模型）展示

時  間：9時 40分～13時 00分 

内  容：Ｎゲージ（鉄道模型）展示コーナーをご用意しております。 

⑦ スタンプラリー

時  間：9時 40分～13時 00分 

内  容：“ＳＬ銀河 5周年記念釜石線沿線スタンプラリー” 

のスタンプを「ＳＬ銀河」機関車一般公開 in釜石 

と釜石駅前夏祭りの会場内に設置します。 

２つのイベントを巡って全てのスタンプを集めたお客 

さまに参加賞（「ＳＬ銀河」5周年記念オリジナルチ 

ケットホルダー）をプレゼントします。専用台紙は 

先着 700名様に配布します（無くなり次第終了） 

【レールスター（イメージ）】 

【チケットホルダー（イメージ）】 



（６） 来場者特典 

①「ＳＬ銀河」グッズのプレゼント

受付で「ＳＬ銀河」マグネットを先着 700名様にプレゼントします。 

②釜石駅周辺施設からの特典

≪「ホテルフォルクローロ三陸釜石」内Café&Restaurant「カマイシテラス」≫ 

【営業時間】11時 30分～14時 00分（L.0）定休日:木曜日 

【特典概要】「ホテルフォルクローロ三陸釜石」内 Café&Restaurant「カマイシテラス」で 

 7月 31日（水）まで使用できる 200円割引クーポン（先着順・数量限定） 

【利用方法】受付で配布いたします。 

≪ＮｅｗＤａｙｓ釜石店≫ 

【営業時間】7時 00分～19時 00分 

【特典概要】ＮｅｗＤａｙｓ釜石店で使用できる 5％割引クーポン(先着 300名様限定) 

【利用方法】受付で配布いたします。 

≪そば処釜石店≫ 

【営業時間】7時 00分～17時 00分 

【特典概要】三陸産わかめ無料トッピング（先着 50名様限定） 

【利用方法】当日のイベントチラシを店舗でご提示ください。 

（７）その他 

・会場には駐車場はありませんので、車でお越しの際は周辺の駐車場をご利用ください。 

・会場内では安全のため係員の案内に従ってください。 

・会場には足元の悪い場所がありますので、動きやすい服装・履物でご来場ください。 

・撮影機器については、お客さまにてご準備ください。 

・荒天等の理由により、急遽、イベント内容の変更または中止する場合がございます。 

【マグネット（イメージ）】 



 

釜石駅前夏祭り イベント詳細 
（１） 主  催：釜石駅前祭り実行委員会 

（２） 日  時：2019年 7月 14日（日）10時 00分～20時 00分 

（３） 場  所：釜石駅前及びシープラザ釜石 

（４） イベント内容 

① 駅前ステージイベント

≪タイムスケジュール≫ 

10:00～10:15 オープニング 

10:15～10:25 DANCE CREWいがったんたら(Kids Dance) 

10:30～11:00 オトガヨロコブプロジェクト朝倉香絵(マリンバ奏者) 

11:10～11:40 横道毅(大船渡津波伝承館紙芝居) 

12:00～12:30 桜舞太鼓 

13:00～13:30 東前太神楽 

14:15～14:45 Yoshiakiマジックショー 

15:00～15:30 新幹線トレインジャーショー 

15:45～16:15 魂の肉体表現者 今村ジローパフォーマンス 

16:50～17:30 ブラック★かまリンズ Live 

18:00～18:45 松本哲也 Live 

19:15～20:00 Norishige Live 

② 「シープラザ釜石」イベント

≪タイムスケジュール≫ 

13:00～14:00 釜石はまゆり寄席 

③ 物販・飲食等ブース出店

県内各地の飲食ブースや鉄道グッズなどの物販ブース、ラグビーワールドカップ 2019日本大会宣

伝ブースなどが出店します。 

≪出店者一覧≫ 

ＲＷＣラグビーワールドカップ 2019 推進本部事務局、ＷＳＷワールドスポーツワイナリー、 

三陸鉄道株式会社、里伊～ｓａｉ～、フレッシュ吉田神子田朝市、ハマギリ、ちゃんこ太五郎、

おおつち屋台村、六串商店、村上商店、松坂商店、ｃｅ－ｃａｆｅ、釜石駅前まつり実行委員会、 

ＪＲ東日本東北総合サービス㈱盛岡支店、ホテルフォルクローロ三陸釜石、㈱ＪＲ東日本リテール

ネット盛岡支店 

※イベント内容は都合により変更となる場合がございます。 

別紙２ 

松本哲也 

桂枝太郎(落語家) ハマカーン(漫才) 

桜舞太鼓 

Norishige 


