
  

2022 年 9 月 29 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

盛 岡 支 社 

鉄道開業 150年記念 「鉄道の日」関連イベントの開催について 

 

１．主要駅のイベント 

鉄道の日である 10月 14日（金）を中心に、主要駅で地域の皆さまと一体となった「駅まつり」と、

その他各種イベントやおもてなし企画などを開催します。 

 （１）開催期間  2022年 10月 9日（日）～10月 23日（日） 

            ※実施日はイベントによって異なります。 

 （２）開催場所  一ノ関駅、水沢江刺駅、北上駅、新花巻駅、盛岡駅、いわて沼宮内駅、二戸駅、 

釜石駅、気仙沼駅 

 （３）開催内容  別紙１、２のとおり 

 

【盛岡駅まつりの鉄道関連イベント】（詳細は別紙２のとおり） 

■SL銀河公開イベント 

 釜石線で運行している人気列車「SL銀河」の客車内をご覧いただけるイベントを約 3年ぶりに盛

岡駅で開催します。 

   ①開催日時  2022年 10月 10日（月・祝） 11時～14時 

②開催場所  JR盛岡駅４番線ホーム  

※見学は無料ですが、改札内に入るためには 

券売機で入場券などをお買い求めください。 

   ③開催内容  ・SL銀河（機関車、客車）の車両展示 

           ・SL銀河の客車内公開 

           ・ＳＬ銀河のヘッドマーク、ナンバープレート展示 

・SL銀河のオリジナルグッズ車内販売など 

 

■盛岡駅鉄道グッズ販売会 

   盛岡駅に鉄道グッズが大集合！この機会に、レアな鉄道グッズをお買い求めください。 

   ①開催日時  2022年 10月 10日（月・祝） 10時～ 

②開催場所  JR盛岡駅２階南北コンコース特設会場 

   ③出店情報  ・SL銀河グッズ販売（サボプレート、トートバック、ハンドタオルなど） 

             ・鉄道古物販売（SL銀河の消耗品、備品、愛称銘板など） 

 JR 東日本盛岡支社では、今年、日本で鉄道が開業して 150 年の節目を迎えることを記念して、

10月 14日の「鉄道の日」を中心に、各箇所で趣向を凝らしたイベントや限定企画を実施します。 

 この機会に、鉄道のさまざまな魅力を知っていただき、秋も鉄道でのご旅行をお楽しみください。 

↑展示イメージ 



商品イメージ(一部) 

 

 

 

  

 

     

             

↑サボプレート         ↑愛称銘板      ↑SL銀河投炭用大スコップ  ↑SL銀河蒸気バルブ 

 

■鉄道開業 150年記念駅弁まつり 

 「JR東日本 旅の彩 150選」選出の東北駅弁が集合します。是非ご賞味ください。 

①開催場所  JR盛岡駅 2階北側「旨囲門」 （JR東日本東北総合サービス） 

②開催日時  10月 9日（日）～10日（月・祝） 10時３0分～16時 30分 

  

【一ノ関駅まつりと連動したイベント】 

 ■一ノ関駅社員がアイデア提供した駅弁の発売  

鉄道開業 150年に合わせて、一ノ関駅社員が地元の駅弁屋さんである「斎藤松月堂」さまにご

協力いただいて新作駅弁を発売します。ぜひご賞味ください。 

  ①発売日時  2022年 10月 15日（土） 9時 30分～  

   ※売り切れ次第、発売終了となります。 

  ②発売箇所  ＪＲ一ノ関駅構内（一ノ関駅コンコース弁当売店、 

菜のはな弁当売店、ぐるっと遊一ノ関駅店） 

  ③発売価格  880円（税込） 

  ④発売個数  55個（3店舗計） 

  ⑤商品内容  鶏むすび辨當（べんとう）・・・・岩手県産鶏を使用したオリジナル弁当 

駅弁の「掛け紙」と「お品書き」は一ノ関駅社員がデザインしました。 

 

■一ノ関駅オリジナル「駅カード」の配布 

   2021年に引退した観光列車「ジパング」をデザインに使用した 

平泉・一関観光の思い出にぴったりな駅カードを配布します。 

 ①配布開始  2022年 10月 15日（土）～ 

             ※配布時間：9時～19時 

②配布箇所  JR一ノ関駅西口改札・JR平泉駅 

※平泉の配布時間は平泉駅の営業時間に準じます。 

※「駅カード」の受け取りには、当日有効の入場券や乗車券類 

（新幹線 eチケット含む）を係員に提示してください。 

 

↑駅カード（イメージ） 

↑鶏むすび辨當（イメージ） 



２．ＳＬ銀河 10月運行限定ヘッドマークの着用 

   鉄道開業 150年をさらに盛り上げるため、鉄道の原点である蒸気機関車「ＳＬ銀河」が、10月期

の運行限定で、記念ヘッドマークをつけて運行します。 

   SL銀河が専用ヘッドマーク以外をつけて営業運行する 

貴重な姿をお楽しみください。 

 （１）運転日   2022年 10月 1日（土）～2日（日）  

10月 8日（土）～9日（日） 

10月 15日（土）～16日（日） 

10月 22日（土）～23日（日） 

10月 29日（土）～30日（日） 

（２）運転区間  釜石線花巻駅～釜石駅間  

※通常のＳＬ銀河として運転します。 

 

３．C５８ 239号機関車の「鉄道古物」 ＪＲＥ ＭＡＬＬオークションでの販売 

   釜石線を走る「ＳＬ銀河」を牽引している蒸気機関車「C58 ２３９」号機の部品や使用済みの消耗品

などを「鉄道古物」として、10月 26日（水）からＪＲＥ ＭＡＬＬ でオークション販売いたします。 

（１）販売場所  TRAINIART JRE MALL店 https://www.jreastmall.com/shop/c/c01/ 

（２）販売期間  2022年 10月 25日(火) 14時より商品ページ公開予定 

                     10月 26日(水) 12時販売開始予定 

（３）支払方法  クレジットカード(１回払い)または JRE POINT 利用によるお支払い  

（４）引渡方法  配送（配送費は別途） 

※オークションへの参加については、JRE MALL の会員登録が必要です。 

 

        

  

  

 

 

 

 

↑動輪用制輪子      ↑投炭用小スコップ ↑点検用ハンマー       ↑ボイラー安全弁 

 

 

 

 

 

 

 

出品予定(一部) 

 

↑ヘッドマーク着用（イメージ） 

https://www.jreastmall.com/shop/c/c01/


別紙１ 各駅の主なイベント 

 

 

 

 

箇 所 開催日 イベント名等 内  容 

一ノ関駅 

 

10/15  
一ノ関駅 

駅まつり 

■イベント 

・社員によるバンド「シャバカレーズ」の演奏 

・「時の太鼓顕彰会」などによるポケモントレインお見送り、実演 

・一ノ関駅オリジナル「駅カード」の配布開始 

・Nゲージ運転体験 

・駅構内クイズラリー 

10/8～

10/31 
記念展示 

・愛心幼稚園児による鉄道絵画展 

・歴代ポケモンヘッドマーク展示 

・一関市出身アーティスト、有華さんによる黒板アート展 

水沢江刺駅 

10/8 グッズ配布 ・ご利用のお客さまへちょっぴりプレゼント（先着１50名） 

10/8～

10/16 
記念展示 

・お客さま、地域の小学生による 

駅や鉄道へのメッセージ展示 

北上駅 10/8 

北上駅  

駅まつり 

■イベント 

・駅スタンプ駅名当てクイズ 

・鬼柳鬼剣舞少年団演舞 

・やさか幼稚園こども鬼剣舞演舞 

・おに丸くんと一緒に『秋薫る錦秋湖号』お見送り 

・トレインジャーダンスイベント 

■物販 

・駅弁まつり… JR東日本東北総合サービス 

・鉄道グッズ販売…JR 東日本クロスステーション 

                 リテールカンパニー盛岡支店 

・展勝地もち販売…展勝地レストハウス 

・チーズケーキ販売…フェアリーテイル 

記念展示 
・やさか幼稚園園児による絵画展示 

・川岸保育園園児による絵画展示 

グッズ配布 ・とれ印配布（北上駅・ほっとゆだ駅・横手駅） 

新花巻駅  

10/1 ～

10/31 
記念展示 

～銀河ドリームライン絵画展～ 

花巻みなみ幼稚園園児による鉄道絵画展 

10/7～ 

10/15 イベント 
タッチでＧＯ！新幹線＆ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ ＷＥＢ登録相談会 

10/8 ・SL銀河おもてなし 田瀬こども太鼓和太鼓演奏披露 

いわて沼宮内駅 10/14 グッズ配布 ・ご利用のお客さまへちょっぴりプレゼント（先着 30名） 

二戸駅 
10/8 ～

10/16 
記念展示 

・まつのまるこども園園児による絵画展示 

・岩手保健医療大学附属こども園園児による絵画展示 

釜石駅 

10/1 ～

10/31 
記念展示 

～銀河ドリームライン絵画展～ 

・中妻子供の家保育園園児による鉄道絵画展 

10/16 グッズ配布 ・ご利用の方へのちょっぴりプレゼント（先着200名） 

気仙沼駅 

10/11

～

10/16 

記念展示 ・待合室内への鉄道用品、BRTのヘッドマークの展示 



別紙２ 盛岡駅 駅まつりの概要 
 
箇 所 開催日 開催場所 内  容 

盛岡駅 

10/9 

盛岡駅前滝の広場 

■ステージイベント 

・いわてグルージャ盛岡選手トークショー、 

Lips Dancersによるダンス 

・岩手県立不来方高等学校 音楽部の合唱 

・岩手女子高等学校 書道部のパフォーマンス 

・盛岡誠桜高等学校 バトントワリング部の演技 

・Yosakoiチーム鴒の演舞 

・桜蓮迦の演舞 

・JR東日本さんさ踊り実行プロジェクトのさんさ踊り 

・JR盛岡 吹奏楽団の演奏 

■飲食・物販 

【キッチンカー】 

・岩手県産野菜販売…移動産直 

・ジェラート、ドリンク販売…さんりくジェラート 

・うすやき等販売…まんとく家 

・スムージー販売…BON JEWEL 

・インドネシア料理販売…ラトゥ アユ 

【テントブース】 

・グッズ販売・・・いわてグルージャ盛岡 

・グッズ販売・・・IGRいわて銀河鉄道 

・クリームソーダ、カレー、オリジナルグッズ販売…旅する喫茶 

・コーヒー、岩手切炭、グッズ等販売…岩手県木炭協会 

・豚ホルモン焼等販売…さくら亭 

・雫石牛串焼き、ジャンボ焼き鳥等販売…笑 kado 

盛岡駅２階北側 

コンコース 

■展示等 

・グランクラスに乗ってみませんか？withえきねっと相談会 

・駅まつり限定フォトスポット 

10/9
～
10/10 

盛岡駅 2階北側 

「旨囲門」  

・鉄道開業 150年記念駅弁まつり 

… JR東日本東北総合サービス 

10/10 

盛岡駅４番線ホーム 

■SL銀河公開イベント 

・SL銀河（機関車、客車）の車両展示、客車内公開 

・SL銀河車内グッズ販売…JR東日本サービスクリエーション 

盛岡駅２階南北 

コンコース 

■物販 

・SL銀河、鉄道グッズ販売…JR東日本クロスステーション 

リテールカンパニー盛岡支店 

・鉄道古物、鉄道グッズ販売…JR東日本商事 


