平成２０年９月１０日

「鉄を究める！」 今年の鉄道の日は、とことん鉄道にこだわります！
１０月１４日は鉄道の日です。これにあわせ、１０月上旬から中旬に、運転所の一般公開など、様々なイベントを実施します。
今年は「鉄を究める！」をテーマに、鉄道の様々な魅力を知って頂くイベントを実施します。
この機会に是非、「鉄」を究めてみてはいかがでしょうか！

１．「鉄を究める！」 〜あふれる熱き鉄道魂！〜
「鉄男・鉄子」という言葉に代表されるように、今「鉄道」が注目を浴びて
います。この「鉄を究める！」では、
「鉄道」に関する様々な知識を「鉄学」
とし、
「乗る・知る・撮る」といった「鉄学」に関するイベントを実施します。

＜鉄道の日イベント「鉄を究める！」＞
●日時
●会場
●司会

１０月１８日（土） 第１部 14:00-15:15 休憩 15:15-15:45 第２部 15:45-17:00
岩見沢レールセンター ●定員
６０名（事前予約制・JR 北海道ホームページにて受付）
水本香里さん
●参加費 無料

第１部

鉄道の日記念「鉄学ノススメ」

「乗る」
「知る」
「撮る」といった「鉄学」に関するパネルディスカッションを実施します。
パネリストには、北海道の炭鉱に関わる幌内鉄道などをフィールドに活動する札幌国際大学
准教授の吉岡宏高さん、鉄道の旅に関する執筆でおなじみのフォトライター・矢野直美さん、
鉄道ダイヤ情報の編集長、助川和彦さんをお迎えし実施します。
●パネリスト
札幌国際大学准教授
吉岡 宏高さん
フォトライター
矢野 直美さん
鉄道ダイヤ情報編集長
助川 和彦さん

岩見沢レールセンター

第２部 TAITO 共同企画「鉄道ゼミナール選手権大会決勝」
ＤＳソフト「鉄道ゼミナール」の問題と、この大会オリジナルの
問題を使って「鉄道ゼミナール選手権大会」の決勝を実施します。
参加特典！ 休憩時間にレール溶接実演を実施します！
全員にスライスレールをプレゼントします！
ＤＳソフト「鉄道ゼミナール」を抽選でプレゼントします！

★TAITO 共同企画「鉄道ゼミナール選手権大会」
◇第１次予選

フォトライター・
矢野直美さん

◇第２次予選

●日程：10 月 11 日（土）
「鉄道大公開」と同時に開催します。 ●日 程 ：10 月 18 日（土）
●場所：苗穂運転所
●実施方法：各自 10/18 有効の一日散歩きっぷを購入し、
「秘密のミ
●定員：２００名（実際の車両内で「鉄学」テストを行います）
ッション」を行ってもらいます。ミッションを果たした
※この中から４０名が第２次予選進出者となります。
方の中から抽選で２０名が決勝進出！
※第２次予選進出者には、
「秘密のミッション」を伝えます。
なお、第 2 次予選参加者全員にＪＲ北海道の車内放送で
有名な「大橋俊夫」さんの着ボイスをプレゼント！

◇決勝戦
●日時：10 月 18 日（土）15:45〜17:00
優勝賞品は、北海道フリーパス
●場所：岩見沢レールセンター
●実施方法：ＤＳの映像を大画面に映し出して実施します。 （ペア）とお楽しみプレゼント！

◇申込方法
◇申込受付

(C)TAITO CORP.2007

JR 北海道ホームページより受付 http://www.jrhokkaido.co.jp/
ＪＲ北海道・ＪＲ東日本 商品化許諾済
ＪＲ東海・ＪＲ西日本・ＪＲ四国・
９月１６日（火）10:00〜１０月３日（金）18:00
ＪＲ九州・ＪＲ貨物 承認済
（先着順での受付となります。
）
※「鉄を究める！鉄学ノススメ・鉄道ゼミナール選手権大会決勝観戦」及び「鉄道ゼミナール選手
権大会」の参加については、申込受付後にメールにてご連絡します。申込を頂いた方でも参加でき
ない場合がありますので、ご了承下さい。

２．各地のイベント
（１）札幌地区
＜苗穂地区 鉄道の日大公開＞１０月１１日（土） ９：３０〜１５：００
○苗穂工場
◆北海道遺産「北海道鉄道技術館」公開

北海道鉄道技術館

北海道遺産にも登録されている「北海道鉄道技術館」を見学できます。

◆Ｃ62-3 牽引運転、ミニＳＬ運転、ＤＭＶの試乗体験
車両台車組み込み作業なども実施します。

○苗穂運転所 ◆ミニスーパー宗谷や転車台乗車体験、すずらん号
○社員研修センター

客車乗車体験などを実施します。
◆乗務員の養成に実際に使われている乗務員
シミュレーターを体験できます。

＜鉄道の日スタンプラリーを開催！＞
３箇所に設置されているスタンプを集め
ると苗穂工場特製缶バッジをプレゼント！
(お子様限定先着 200 名様)

＜ＪＲタワーのイベント＞
◆鉄道の日記念 妙夢コンサート開催！！
○第６４回妙夢コンサート ◇日 時：１０月１５日（水）１５：００〜１５：３０
◇会 場：札幌駅南口ＪＲタワー内西コンコース「妙夢」前
◇料 金：無 料（席のご用意はしておりません）
◇出 演：PMF 修了生 森下誓子さん（ヴァイオリン）
、芝木謙子さん（クラビノーバ）

◆ＪＲタワー展望室Ｔ３８にてイベント開催！！
○第１５回ＪＲタワーそらの展覧会 「北の列車デザインスケッチ展」 ◇日 程：１０月１１日（土）〜１０月２６日（日）
○鉄道の日記念コンサート ◇日 時：１０月１７日（金） ２０：００〜２０：３０
◇出 演：アンフィニオーケストラ
※Ｔ３８の入場料金が必要です。

＜ＪＲ北海道 チャリティコンサート 2008＞
日 時：平成 20 年 10 月 7 日（火）
会 場：札幌コンサートホール Kitara 小ホール
出演者：第１部 大平まゆみさん（ヴァイオリン奏者）
、浅井智子さん（ピアノ）
第２部 ノンノン・マリア弦楽四重奏団
料 金：全席 1,500 円（全席自由） ※JR 北海道のみどりの窓口・ツインクルプラザ・札幌コンサートホール Kitara で発売中

（２）釧路地区
○釧路駅コンサート 10 月 13 日(月・祝)「鉄道の日 on ステージ」 釧路駅コンコースにてイベント･コンサート等
○ステーション画廊無料開放 10 月 4 日（土）〜13 日（月・祝） 釧路駅２階のステーション画廊を無料開放します。
○鉄道 OB 写真展
10 月 4 日（日）〜13 日（月・祝）
北海道鉄道 OB による写真パネルを展示します。
○N ゲージ（鉄道模型）運転会 10 月 13 日(月・祝)
釧路駅「ノロッコ＆沿線物産展示会」会場にて開催

（３）旭川地区
○深川駅１１０周年記念感謝祭・秋の収穫祭 １０月１３日（月・祝）
深川駅 110 周年記念イベントとして地元の物産市などを行います。

（４）函館地区
○五稜郭車両所一般公開
○流山温泉 秋まつり

10 月 11 日（土） 10:00〜15:00
10 月 13 日（月・祝）

ミニ弁慶号の運転・軌道自転車の体験運転など
朝採り野菜や魚介類などのテント販売

（５）東京地区
○鉄道フェスティバル

10 月 11 日（土）
・12 日（日）10:00〜17:00 場所：日比谷公園

全国のＪＲ・私鉄各社がブースを出展。
ＪＲ北海道ブースではオリジナルカレンダー「光と風の物語」の展示やオリジナルグッズの販売を行います。

（６）その他
○「鉄道の日」児童絵画展
◆日 時：10 月 4 日（土）〜1３日（月・祝）
◆展示駅：札幌・帯広・釧路・旭川・函館等
道内主要駅
◆表彰式：10 月 4 日（土）13:30〜
札幌駅特設会場にて
◆対象者：低中高学年の各部門の受賞者

○「鉄道の日記念・JR 全線乗り放題きっぷ」を発売！
ＪＲ全線の快速・普通列車の普通車自由席と宮島航路が３回
（人）分乗り放題のきっぷです。
◆発売期間 平成 20 年 10 月 3 日（金）〜10 月 19 日（日）
◆ご利用期間 平成 20 年 10 月 4 日（土）〜10 月 19 日（日）
◆有効期間 1 回（または１人）あたり 1 日
◆おねだん 9,180 円（こども半額）

