イベント情報

＜平成 23 年 9 月 21 日発表＞

“鉄道の日”記念イベント

「にしてつ電車まつり」・「ちくてつ電車まつり」開催
今年は 「車両牽引車」 による実演を行います！
●

西日本鉄道㈱と筑豊電気鉄道㈱では、今年も「鉄道の日」（10 月 14 日）にちなんだイベントを開催い
たします。

●

西日本鉄道㈱では 10 月 16 日（日）に筑紫車両基地において 「第 18 回にしてつ電車まつり」 を開
催いたします。筑紫工場の開放やミニ電車の運行、運転台体験コーナー、車両の部品販売など例年
ご好評をいただいている企画のほか、本年は普段あまり目にすることのない 「車両牽引車」 が実際に
車両を牽引する様子をご覧いただけます。

●

筑豊電気鉄道㈱では 10 月 29 日（土）と 30 日（日）に 「ちくてつ電車まつり 2011」 を開催します。当
イベントでは、九州のおいしい名産品を集めたグルメテナントの出店や、鉄道車両・保守用モーターカ
ーの展示、ステージイベントなど盛りだくさんの企画で皆さまをお待ちしています。また、事前にご応募
いただいた方を対象とした 『電車キッズ 「うごく電車楽校」 』 では、実車を用いて運転体験を行って
いただくことで、運転士の気分を味わえます。

●

両イベントともに、お子さまから大人まで楽しんでいただける企画を多数ご用意しております。年 1 回の
この機会にぜひ多くの皆さまに足をお運びいただき、環境にやさしい公共交通 「にしてつ電車」・「ちく
てつ電車」 に触れ、身近に感じていただければと考えております。

■ 「第 18 回 にしてつ電車まつり」の概要
【日

時】

平成 23 年 10 月 16 日（日） 10：00～16：00 ※雨天決行（荒天中止）

【場

所】

西鉄天神大牟田線 筑紫車両基地（筑紫野市大字下見 673-3）
※西鉄天神大牟田線「筑紫駅」下車 徒歩約 15 分
※当日は、9:30 より筑紫駅～会場間で無料送迎シャトルバスを随時運行します。
※駐車場はございませんので、西鉄電車ならびに公共交通機関をご利用ください。

料】

無料

【入

場

【主 な 内 容】
筑紫工場内の開放
会場内特設ステージ
イベント

スタンプラリー

ミニ電車の運行
記念撮影コーナー
車両部品販売
車両牽引車実演

検車場を除くすべての工場施設を開放し、係員による解説やパネル
による説明を行います。
・ウルトラマンショー
・精華女子高校吹奏楽部による演奏
・○×クイズ（小学生以下対象）
小学生以下を対象にしたスタンプラリーを開催します。
各ポイントを回り、スタンプを集めた方の中から抽選で豪華賞品をプ
レゼントします。（限定 2,000 名）
※筑紫駅スタート。スタンプ帖は筑紫駅でのみ配布します
3000 形をモチーフにした子ども用のミニ電車を運行します。
電車を背景に乗務員の制服・制帽を着て記念撮影ができます。
ご希望の方には撮影した写真で缶バッジを作製します。
（※缶バッジ作製は有料：1 個 100 円）
車両部品や一部廃止した旧宮地岳線の物品などを販売します。
工場内での車両の移動に使用する牽引車の実演を行います。

運転台（実車）を開放し、天神大牟田線の映像を見ながら運転
士の気分が味わえます。
※当日整理券を配布します
西鉄電車チョロ Q、3000 形マウスパッドなどのオリジナルグッズを
販売します。また、京浜急行電鉄・南海電気鉄道によるグッズ販
売も行います。
お弁当や軽食、ジュース、西鉄沿線の名産品などを販売します。

運転台体験コーナー
オリジナルグッズの
販売
飲食コーナー

■

「ちくてつ電車まつり 2011」の概要

【日
【入
【内

場

時】

平成 23 年 10 月 29 日（土）、30 日（日）

料】

無料

容】

1．ちくてつ電車まつり 2011
がっこう

2．電車キッズ 「うごく電車楽校」

1．ちくてつ電車まつり 2011 の概要
〔開 催 日 時〕

平成 23 年 10 月 29 日（土）、30 日（日） 両日とも 10：00～16：00
※雨天決行（荒天中止）

〔場

筑豊電鉄線 黒崎車両工場
（北九州市八幡西区黒崎三丁目 14-3）
※筑豊電鉄線 「西黒崎駅」 横
※駐車場はございませんので、筑鉄電車ならびに公共交通機関
をご利用ください。

所〕

〔主 な 内 容〕
電車の展示
保守用モーターカー
の展示
ミニ電車の運行
記念写真撮影
コーナー

2000 形・3000 形を展示します。
運転台にも入ることができ、運転士の気分を味わえます。
終電後にしか走らない保守用モーターカーを展示します。
子ども用ミニ電車を運行します。
子ども用の制服・制帽を着て記念撮影ができます。

バルーンアーティストの 「TOY」や、マジックや似顔絵を披露
してくれる 「ピエロのメロンちゃん」 がやってきます。
・本場博多屋台のラーメン、おでん
・「Ｅｄ.Ｒｏａｄ」のパウンドケーキ
・中東の伝統料理「ケバブサンド」
グルメの駅
・さざえの壺焼き などの九州のおいしい名産品などを販売し
ます。
・長崎大学の学生による 「長崎の龍踊り」
ステージイベント
・黒崎よさこい
・沖縄民謡
ご来場のお子さまには、運転士や車掌の仕事内容や電車の
プレゼント
仕組みなどを学ぶことができる 「ちくてつ電車 BOOK」 をも
れなくプレゼントします。
※都合により、当日内容が変更になることがございます。
こども広場

がっこう

2．電車キッズ 「うごく電車楽校」 の概要・参加募集 〔事前応募制〕
〔開 催 日 時〕
〔内

平成 23 年 10 月 29 日（土）、30 日（日） 両日とも 9：30～13：30

容〕 電車の動く仕組みや技術を学びます。また、実際の車両を動かす
電車運転体験を行い、運転士の気分を味わうことができます。

〔場

所〕 後日、ご参加いただく方へお知らせいたします。

〔募 集 対 象〕

小学生のお子さま（保護者同伴で一組 4 名様まで）

〔募 集 人 数〕

各日 20 名（事前応募制で、応募多数の場合は抽選）
※当日のご参加はできませんのでご了承ください。

〔応 募 方 法〕 往復ハガキに記載事項をご記入のうえ、応募先までお申し込みくだ
さい。
記載事項
・参加希望日
・参加人数
・参加者全員の氏名（フリガナも明記）、年齢、学年
・代表者の郵便番号、住所、電話番号
〔応

募

先〕 〒803-8501 北九州市小倉北区城内 1-1
建築都市局都市交通政策課
お問合せ先 ℡093-582-2518

〔応 募 締 切〕

平成 23 年 10 月 13 日（木） 必着

（参考） 「鉄道の日」の概要
「鉄道の日」とは、日本で初めて新橋～横浜間に鉄道が開通した 1872 年（明治 5 年）10 月 14 日にちな
んで平成 6 年に定められたもので、毎年この時期には鉄道事業者や関係機関によるさまざまなイベント
が全国各地で行なわれています。

本件に関するお問い合わせは、西鉄お客さまセンター （ ℡ 0570-00-1010 ） まで

