
 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 2 2 年 9 月 2 2 日 

ＪＲ東日本  仙台支社 

 

10月 14日は「鉄道の日」 
鉄道開業 150年を盛り上げるイベントを開催します！ 

  

ＪＲ東日本仙台支社は、10 月 14 日の「鉄道の日」を記念し、仙台支社管内 11駅で皆さまへ

日頃の感謝の気持ちを込めて鉄道開業 150年を盛り上げる「鉄道の日」イベントを開催します。

ミニ SL乗車体験やクイズラリーなど、お子さまにお楽しみいただけるイベントや、お弁当・記念

グッズの販売など多くのイベントを企画しました。 

ぜひ、実際に体験して「鉄道の日」イベントをお楽しみください！ 

 
１．各駅の主なイベント 

(1) 宮城県 

① 仙台駅 

〇イベント名 仙台駅「鉄道の日」お客さま感謝ＤＡＹ 

〇日 時 10月 8日（土）9：00～15：30頃 

〇主 な 内 容 ・ミニ新幹線乗車体験 

・鉄道○×クイズ大会、シンカリオンとの撮影会 

・新･旧仙台駅スタンプ押印体験  

② 古川駅 

〇イベント名 ふるかわ鉄道フェスティバル２０２２ 

〇日 時 10月 9日（日）10：00～16：00頃 

〇主 な 内 容 ・ゲームコーナー（ミニボーリング、缶バッジ釣り） 

・ワークショップ（スノードーム作製） 

・鉄道クイズ大会  

③ 白石蔵王駅 

〇イベント名 鉄道開業 150年記念 鉄道の日 お客さま感謝祭 

〇日 時 10月 15日（土）10：00～15：00頃 

〇主 な 内 容 ・ミニ SL乗車体験 

・白石和紙ペイントアート体験 

・鉄道模型展示 

  ④ 石巻駅    

〇イベント名 石巻駅「鉄道の日＆石巻駅開業 110周年」お客さま感謝ＤＡＹ 

〇日 時 10月 15日（土）10：00～15：30頃 

〇主 な 内 容 ・ミニ SL乗車体験 

・石巻好文館高校吹奏楽部ミニコンサート 

・踏切教室 

    

ミニ新幹線乗車体験イメージ 

スノードーム・缶バッジ・ 

新幹線カードイメージ 

鉄道模型イメージ 

石巻好文館高校吹奏楽部の皆様 



 

 

(2) 山形県 

① 新庄駅 

〇イベント名 もがみ大産業まつり  

※主催：もがみ大産業まつり実行委員会 

〇日 時 10月 8日（土）・9日（日）10：00～15：30頃 

〇主 な 内 容  ・ミニ SL乗車体験 

・陸羽東線 駅名標カプセルトイ 

② 山形駅 

〇イベント名 2022 YAMAGATA 鉄道まつり 

〇日 時 10月 15日（土） 10：00～16：00頃 

〇主 な 内 容 ・やまがたエキナカマルシェ 

・クイズラリー 

③ 寒河江駅 

〇イベント名 寒河江駅お客さま感謝ＤＡＹ 

〇日 時 10月 30日（日） 10：00～14：00頃 

〇主 な 内 容 ・レールスター乗車体験 

・左沢線 101系運転台体験 

   

(3) 福島県 

① 会津若松駅  

〇イベント名 会津若松駅「鉄道の日」イベント 

〇日 時 10月 10日（月・祝） 9：30～14：00頃 

〇主 な 内 容 ・ミニ SL乗車体験 

・子供体験コーナー（ペーパークラフト・ぬりえ教室など） 

 ② 新白河駅   

〇イベント名 新白河駅「鉄道の日」お客さま感謝デー 

〇日 時 10月 15日（土） 9：30～13：30頃 

〇主 な 内 容 ・新白河駅オリジナル「だるまキーホルダー」プレゼント 

（新幹線 eチケットサービスをご利用のお客さま対象） 

・手作りミニ機関車乗車体験 

③ 福島駅   

〇イベント名 「鉄道開業 150年」感謝の日『ふくしマルシェ』 

〇日 時 10月 15日（土） 10：00～16：00頃 

〇主 な 内 容 ・手づくりマルシェ開催 

・ミニ新幹線乗車体験  

④ 郡山駅 

〇イベント名 郡山駅 こおりやま鉄道フェスティバル 2022 ～鉄分足りてますか？～ 

〇日 時 10月 15日（土）・16日（日）・29日（土）・30日（日）10：00～16：00頃 

〇主 な 内 容 ・日本酒販売会、駅弁祭り、果物販売 ※10月 15日・16日     

・ミニ新幹線、ミニ SL乗車体験 ※10月 16日 

・「鉄道古物フェア」開催 ※10月 30日 

 

 

 

※各駅のイベント内容は別紙でもご紹介しています。 

 

 

 

ミニ SL乗車体験イメージ 

マルシェイメージ 

だるまキーホルダー 

レールスター 

乗車体験イメージ 

会津若松駅ペット 

ボトルキャップアート 

ミニ新幹線 

乗車体験イメージ 

お酒・駅弁イメージ 



 

 

２．新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 
各種イベント等の参加時には、マスク着用、検温や手指消毒等のご協力をお願いします。その 

ほか車両や駅などの感染症対策についてはＪＲ東日本ホームページ(https：//www.jreast.co.jp/) 

をご覧ください。 

 

※記載内容は 9月 22日現在の情報です。予告なく変更または中止となる場合があります。最新の情報や各駅の 

イベントに関する詳細は、各駅のポスター等でご確認ください。 

※画像は全てイメージです。 

※ホーム等改札内で実施するイベントにご参加の場合は、入場券等の有効な乗車券類が必要です。  

※イベント会場の混雑等により、急遽ご参加いただける人数を制限させていただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jreast.co.jp/


 

 

【別紙】 

 

■ 各駅でのイベント内容 

１．宮城県 

(1) 仙台駅 10月 8日（土）9：00～15：30頃（※臨時販売所などは除く） 

◆イベント名：仙台駅「鉄道の日」お客さま感謝ＤＡＹ 

№ プログラム 場所 開催時間、記事 

①  開会式 
2階 

ステンドグラス前 

10/8 9：00～10：00 

・仙台駅長挨拶 

・1日駅長任命式 

②  
鉄道開業 150年 

パネル展示 

2階 

ステンドグラス前 
10/8 10：00～15：30 

③  

「シンカリオン E7かがや

き」と「シンカリオン

ALFA-X」との撮影会 

2階 

ステンドグラス前 

10/8  

①10：20～10：50 20組限定 

②12：00～12：30 20組限定 

 

【当日整理券配布(小学生以下限定)】 

① 10：00～②11：30～ 

場所：2階ヨリ未知 SENDAI前 

④  

鉄道〇×クイズ大会 

「シンカリオン E7かがや

き」と「シンカリオン

ALFA-X」が登場 

2階 

ステンドグラス前 

10/8 

①13：30～14：00 30人限定 

②14：10～14：40 30人限定 

 

【当日整理券配布(小学生以下限定)】 

① ②ともに 12：30～ 

場所：2階ヨリ未知 SENDAI前 

⑤  ミニ新幹線乗車体験 
西口ペデストリアン 

デッキ 

10/8 

午前の部：10：00～12：00 

午後の部：13：00～15：00 

⑥  Nゲージ展示 
3階 

みどりの窓口前 

10/8 

午前の部： 9：00～11：00 

午後の部：12：00～15：00 

⑦  
新・旧仙台駅 

スタンプ押印体験 

2階 

在来線コンコース内 

10/8 10：00～14：00 

・東北新幹線開業記念(昭和 57年)の駅

スタンプ押印体験 

・新幹線 YEAR期間限定の記念印の押印

体験             

⑧  
ぬりえ・お面づくり 

体験 

2階 

駅たびコンシェルジュ 
10/8 10：00～14：00  

⑨  
のってたのしい列車 

VR体験コーナー 
2階 

駅たびコンシェルジュ 

10/8 10：20～11：00 3名限定 

【駅たびコンシェルジュ Web サイトより予約受付】 

⑩  

新幹線総合車両 

センターお仕事紹介 

動画放映＆クイズ 

2階 

駅たびコンシェルジュ 

10/8 

①11：10～11：50 15名限定 

②12：40～13：20 15名限定 

【駅たびコンシェルジュ Web サイトより予約受付】 



 

 

⑪  

乗りっぱなし車内で 

楽しむ新幹線総合車両 

センターと仙台駅 

スタンプラリーツアー 

仙台駅発着および 

仙台駅構内（スタンプ

ラリー） 

10/8 

旅行商品での発売(9/7 発売済み) 

申込先：(株)JR 東日本びゅうツーリズム

＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイ

ト https：//www.jrview-travel.com/ 

募集人員 300名 

⑫  
E721系で行く！宮城野貨

物線運行体験ツアー 
仙台駅発着 

10/8 

旅行商品での発売(9/7 発売済み) 

申込先：(株)JR 東日本びゅうツーリズム

＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイ

ト https：//www.jrview-travel.com/ 

募集人員 70 名 

⑬  お楽しみ抽選会 
2階 

東西自由通路 

10/8 13：00～17：00 

鉄道の日イベント参加券と対象店舗で

1,000円以上ご利用のレシートを提示で

抽選 1回可能 

⑭  鉄道の日記念駅弁まつり 
2階 

在来線中央改札口前 

10/8-12 10：00～17：00 

鉄道関連駅弁や秋の新作駅弁などを販売  

無くなり次第終了 

⑮  鉄道の日フェア 
2階 

在来線中央改札口前 

10/8-10 10：00～20：00 最終日 19：00 
鉄道グッズ、ナノブロックなどを販売 

⑯  
仙台駅オリジナルどら焼

き販売 

2階 

NewDays仙台 7号 

10/8-10 6：40～21：30 
無くなり次第終了 

⑰  わくわく出店 
西口ペデストリアン 

デッキ 

10/8-10 10：00～20：00 最終日 19：00 

「クレープ」「焼芋・惣菜」「牛タン」 

「スイーツ」「団子」「わらび餅」 

（6店舗出店予定） 

 

 

(2) 古川駅 10月 9日（日）10：00～16：00頃 

◆イベント名：ふるかわ鉄道フェスティバル２０２２ 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

① ゲームコーナー 

2階 

コンコース 

（1部） 

10：00～11：30 

（2部） 

13：00～15：00 

ミニボーリング 

缶バッジ釣り 

② ワークショップ 

（1部） 

10：30～11：15 

（2部） 

13：30～14：15 

新幹線をモチーフとしたスノ

ードーム作製教室。小学生以

下/各回 10名限定。各回 30分

前より整理券を配布 

③ 鉄道クイズ大会 11：30～12：00 
鉄道に関するクイズを出題 

上位 5名にちょっぴりプレゼ

ントあり 

④ 
名前入り缶バッジ製作体験 

オリジナル新幹線カード配布 

（1部） 

12：30～13：15 

（2部） 

15：00～15：45 

小学生以下/缶バッジは各回先

着 30名限定。新幹線カードは

各回先着 100名限定 

⑤ 駅弁販売 
NewDays 
ミニ古川 4号 

 

準備出来次第～16：00 無くなり次第終了 

※同日、古川商工会議所によるイベントを開催する予定です。 

※①～④のイベント参加者には、古川駅オリジナル巾着をプレゼントします。 

（在庫に限りがあるため、無くなり次第終了） 

 

 

https://www.jrview-travel.com/
https://www.jrview-travel.com/


 

 

(3) 白石蔵王駅 10月 15日（土）10：00～15：00頃 

◆イベント名：鉄道開業 150年記念 鉄道の日 お客さま感謝祭 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

① ミニ SL乗車体験 西口駅前広場 
10：00～12：00 

13：00～15：00 
時間は変更になる場合あり 

② 
白石和紙 

ペイントアート体験 

1階 

コンコース 

10：00～15：00  

③ 鉄道模型展示 10：00～15：00  

④ えきねっと相談会 
10：00～12：00 

13：00～15：00 
 

⑤ マジックハンド体験 10：00～15：00  

⑥ 入場券台紙プレゼント 10：00～15：00 入場券購入者限定 

⑦ 鉄道 OB会写真展  5：50～23：30 10/7～11/6頃まで展示 

 

 

(4)石巻駅 10月 15日（土）10：00～15：30頃 

◆イベント名：石巻駅「鉄道の日＆石巻駅開業 110周年」お客さま感謝ＤＡＹ 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

①  
ミニ SL乗車体験 

整理券配布 

石巻駅前にぎわ

い交流広場 

9：00～9：45 無くなり次第終了 

②  
ミニ SL乗車体験 

（午前の部） 
10：00～11：45 （午前の部）※雨天中止 

③  
ミニ SL乗車体験 

（午後の部） 
13：00～14：45 （午後の部）※雨天中止 

④  踏切教室 
10：30～11：45 

13：00～14：15 
 

⑤  
石巻好文館高校吹奏楽部 

ミニコンサート 3番線ホーム 
14：40～15：30 

天候等により変更になる場合

あり 

⑥  「風っこ号」お見送り 11：30頃･15：15頃 地元の皆さまとお見送り 

⑦  東北 6県駅弁まつり NewDays石巻 準備出来次第～15：30 無くなり次第終了 

 

 
２．山形県 

(1) 新庄駅 10月 8日（土）・9（日）10：00～15：30頃 

◆イベント名：もがみ大産業まつり ※主催：もがみ大産業まつり実行委員会 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

①  クイズラリー 
ゆめりあ 

鉄道ギャラリー 
10：00～15：30  

②  
陸羽東線 

駅名標カプセルトイ 
ゆめりあ内 準備出来次第～21：00 

無くなり次第終了 

ゆめりあ営業時間内 

③  ミニ SL乗車体験 アビエス広場 10：00～12：30  

④  缶バッジ釣り 
花と緑の交流 

広場ステージ 
10：00～14：00  

 

 

 

 

 



 

 

(2) 山形駅 10月 15日（土）10：00～16：00頃 

◆イベント名：2022 YAMAGATA 鉄道まつり 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

①  
やまがたエキナカ 

マルシェ 
東西自由通路 10：00～16：00 

沿線自治体や、エスパル山

形による臨時売店を出店 

②  駅弁・鉄道グッズ販売 東西自由通路 
10：00～16：00 
※駅弁は準備出来 

次第販売 

山形新幹線開業 30周年記念

グッズのほか、新幹線 YEAR

記念駅弁を販売 

③  
「はこビュン」による 

東京和菓子販売 
東西自由通路 

14：00頃 
つばさ 135号 

(山形駅 13：44着)

で輸送。準備出来 

次第販売開始 

・御菓子司 中里「揚最中

４ケ南蛮焼２ケ」 

・ 亀十「どら焼 黒あん・ 

白あん」 

・ 髙木屋老舗「草だんご 

12粒」 

④  
JR東日本東北吹奏楽団 

演奏会 
東西自由通路 

11：30～12：00 

14：30～15：00 
特設ステージにて開催 

⑤  乗務員のお仕事紹介 東西自由通路 
10：45～11：10 

13：45～14：10 
特設ステージにて開催 

⑥  クイズラリー 
山形駅 

エスパル山形 
10：00～16：00 受付 15：00まで 

⑦  缶マグネット作り 
駅たびコンシェ

ルジュ山形 
10：00〜16：00 受付 15：30まで 

⑧  なりきり駅長記念撮影 
駅たびコンシェ

ルジュ山形 
10：00〜16：00 受付 15：30まで 

⑨  

【事前予約】 

「すごいぞ！つばさと 

はたらくなかまになろう大

作戦！山形新幹線車両セン

ター見学ツアー」 

山形新幹線 

車両センター 

午前の部 

9：00～12：15           

午後の部 

12：55～16：15 

JRE MALL 仙台支社店で販売 

20,000 円 

各部 20組 40名（計 40組

80名） 

※9/16発売 完売となって

いる場合あり 

⑩  

【事前予約】 

「鉄道開業 150th 

 キハ 100系車両運転 

体験 in 山形」 

山形駅構内 

午前の部 

8：30～11：40           

午後の部 

11：10～14：20 

JRE MALL 仙台支社店で販売 

※9/16発売（完売） 

 

 

 (3) 寒河江駅 10月 30 日（日）10：00～14：00頃 

◆イベント名：寒河江駅お客さま感謝ＤＡＹ 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

①  子供駅長制服着用記念撮影会 

寒河江駅構内 

11：00～14：00  

②  左沢線 101系運転台体験 12：00～14：00  

③  レールスター乗車体験 12：00～14：00  

④  Nゲージ・プラレール展示 10：00～14：00  

⑤  ペーパークラフト・ぬりえ教室 10：00～14：00 無くなり次第終了 

⑥  缶バッジ釣り マルシェ会場 10：00～14：00 無くなり次第終了 

⑦  駅弁販売 マルシェ会場 準備出来次第～15：00 無くなり次第終了 

※同日、「寒河江駅前みこし公園」にてマルシェ（寒河江市主催）が開催されます。 

 

 

 



 

 

３．福島県 
(1) 会津若松駅 10月 10日（月・祝） 9：30～14：00頃 

◆イベント名：会津若松駅「鉄道の日」イベント 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

①  子供体験コーナー 

駅前 

タクシープール 

9：30～14：00 

・ペーパークラフト教室 

・ぬりえ教室 

・スーパーボールすくい 

・子供用駅長制服、 

SL 車掌服着用による 

写真撮影 

・出発合図体験 

・駅案内放送体験 

②  Nゲージ展示 9：30～14：00  

③  駅弁販売 準備出来次第～14：00 無くなり次第終了 

④  

ペットボトルキャップ 

アート及び沿線写真展示

（只見線） 

9：30～14：00 

 

⑤  ミニ SL乗車体験 10：30～11：30 
 

 

 

(2) 新白河駅 10月 15 日（土）9：30～13：30頃 

◆イベント名：新白河駅「鉄道の日」お客さま感謝デー 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

①  手作りミニ機関車乗車体験 

東口広場 

9：30～13：30  

②  おもてなし市（産直市） 9：30～13：30 9市町村参加の産直市 

③  
新・駅スタンプ 

お披露目会 
9：30～10：30  

④  

新白河駅オリジナル 

「だるまキーホルダー」

プレゼント 
2階 

コンコース 

9：30～13：30 
新幹線 eチケットサービスを

ご利用のお客さまが対象 

先着 300名 

⑤  ピアノ演奏会 
10：00～10：20 

11：00～11：20 
 

 

 

(3) 福島駅 10月 15日（土）10：00～16：00頃 

◆イベント名：「鉄道開業 150年」感謝の日『ふくしマルシェ』 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

① 手づくりマルシェの出店

による販売 
東西駅前広場 10：00～16：00 

 

② グループ会社の出店によ

る地域産品の販売 
西口駅前広場 10：00～16：00 

 

③ ミニ新幹線乗車体験 西口駅前広場 10：00～14：00  

④ 福島駅クイズラリー 福島駅構内 10：00～16：00  

⑤ 野球で遊ぼう 新幹線改札内 
10：00～11：30 

14：00～15：30 

開催時間は変更になる 

場合あり 

 

 

 



 

 

 (4) 郡山駅  10月 15日（土）、16日（日）、29日（土）、30日（日）10：00～16：00頃 

◆イベント名：郡山駅 こおりやま鉄道フェスティバル 2022 ～鉄分足りてますか？～ 

№ プログラム 場所 開催時間 記事 

①  マルシェの開催 西口広場 
10/15 

10：00～16：00 
雨天決行 

②  

たっぷり!ガッツリ！ 

乗務員シミュレータ 

体験！in郡山 

郡山運輸区 
10/15 

10：00〜16：00 

JRE MALL 仙台支社店で販売 

※9/16発売（完売） 

③  
日本酒販売会・ 

駅弁祭り・果物販売 
お土産館前 

10/15,16 

10：00～16：00 

福島の酒等、全国選りすぐり

の駅弁、JRフルーツパーク仙

台あらはまで収穫した旬な果

物を販売 

④  
鉄道 OB会主催 

Nゲージ展示会 

2階 

みどりの窓口隣 

10/15,16 

11：00～15：00 

参加費無料 

Nゲージ＆写真展示 

⑤  えきねっと相談会 
2階 

みどりの窓口前 

10/15,16,29,30 

10：00～12：00 
えきねっとに関する相談会 

⑥  クイズラリーの開催 郡山駅構内 
10/15,16,29,30 

10：00～15：00 

参加費無料 

募集人数制限なし 

駅構内に設置してあるクイズ

に答えてオリジナルグッズプ

レゼント（プレゼントは無く

なり次第終了) 

⑦  
ミニ新幹線・ミニ SL 

乗車体験 
西口広場 

10/16 

10：00〜12：00 

13：00〜15：00 

参加費無料 

募集人数制限なし 

※雨天中止 

⑧  コンサートの開催 西口広場 
10/29 

10：00〜15：00 
福島県内の学生による演奏 
（雨天時おみやげ館前で実施） 

⑨  ペーパークラフト教室 
2階 

みどりの窓口隣 

10/29 

10：00～16：00 

（最終受付 15：30） 

子供向けペーパークラフト 

作製 

⑩  
郡山駅 

こども・おしごと体験 

郡山駅構内 

郡山運輸区 

10/29  

9：00〜14：00 

JRE MALL 仙台支社店で販売 

※9/16発売（完売） 

⑪  ふるさと納税相談会 お土産館前 
10/29,30 

10：00～16：00 

JRE MALLで寄付できる自治体

（福島県内）の PRブースを 

設置 

⑫  鉄道古物フェア 

（展示） 

西口広場 

（入札、即売会）

西口特設ブース 

10/30 
※開催時間等詳細は 

別途お知らせします 

実際に使用されていた鉄道部

品などのリアルオークション

と即売会イベント 

⑬  ボッチャ体験会 
2階 

みどりの窓口隣 

10/30 

10：00～16：00 
（最終受付 15：30） 

参加費無料 

ボッチャの体験会 

 

 


