
 

 

詳細は王寺町観光協会 HP または各

団体ページに記載されている HP を

ご確認ください 

今までも・・・これからも・・・ ありがとう！JR・近鉄電車 

日本の鉄道開業１５０年 

  

 

 

日本の鉄道開業 150 年を記念し、奈良県で初めて鉄道が開業した王寺町では、JR、近鉄、奈良交通のほか、さま

ざまな分野の皆様と連携し、鉄道とともに発展してきた町から「ありがとう！」を込めた鉄道フェスティバルを開催し

ます。 

開催日：2022 年１０月  

１４日（金）１３時～１７時 ＊14 日は「鉄道の日」！ 

１５日（土）１０時～１６時（リーベルホール・ルームのみ13時～14時の間は閉場） 

１６日（日）１０時～１６時（リーベルホール・ルームのみ12時～13時の間は閉場） 

＊土日はコロナ対策のため、リーベルホール・ルームは 30 分毎入替制 

会  場：①王寺町地域交流センター(りーべる王寺東館５F) 

②りーべるステージ（りーべる王寺東館 B1） 

③JR 王寺駅西口改札前・近鉄王寺駅改札前  

 

※事故や災害、新型コロナ感染状況などによる急な実施内容の変更や中止の場合もあります 

※イベントにより期間中の実施日時など異なります。詳細は以下をご確認ください 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

会場：王寺町地域交流センター内リーベルホール・ルーム 

Ｎゲージ走行展示 りーべる鉄道倶楽部 TRAIN TIME 西大和学園鉄道研究部 

鉄道の魅力を感じていただけるよう、異なる雰囲気でレイアウトされた鉄道模型の展示や走行をお楽しみに！ 

 

みんなで完成させよう！段ボールトレインデコ体験 王寺町観光協会 

来場者も連携！お好きな絵を描いたりデコシールなどで自由にデコ体験 

3 日間かけてみんなで完成させた電車は地域交流センターでイベント終了後も展示します 

 

 

 

 

 

 

 

※コロナ対策のため閉場時間あり（土日のみ） 

                        ※土日は 100 人の入場制限を設け、30 分間での入替制（整理券配布有） 

 

どんな電車になるか

な？来場者も関係者も

みんなでデザイン♪ 

JR、近鉄、奈良交通が連携して同じ

デザインのヘッドマークをつけて走る

「ヘッドマークリレー」。N ゲージも同

じデザインのヘッドマークをつけます

みんなの願いが叶いますように♪の 

だるまトレインも走行予定！ 

鉄道のまち・王寺 鉄道フェスティバル 



会場：王寺町地域交流センター内イベント広場 

こども鉄道制服体験と撮影  ＪＲ西日本 近鉄 

ＪＲ西日本や近鉄の制服を着て、電車実写パネルで記念撮影！ 

 ※各自で撮影のため、カメラをご持参ください 

12200 系 近鉄特急座席展示 近鉄 

2021 年に引退した１２２００系 近鉄特急（通称：スナックカー）の座席部分のみを展示 

特急車両を身近に感じながら、長年ご愛顧をいただいた車両の一部を写真で 

残してください！※着座不可   

 

 

 

会場：王寺町地域交流センター内フリールーム１・２・３ 

ヘッドマークを作ろう！手作りヘッドマークと顔出しパネル ＪＲ西日本 

ヘッドマーク型に着色してオリジナルヘッドマークづくり！顔出し電車パネルで撮影も♪ 

ホーム非常ボタン体験 ＪＲ西日本 

「非常停止ボタン」の模擬装置でスイッチの取り扱いを体験！  

 

近鉄ペーパークラフト＆きっぷ切り体験  近鉄  

 駅員さんになった気分できっぷ切り体験♪  

※小学生以下のお子様は上記のいずれかを体験すると「鉄道お楽しみくじ」に挑戦できます 

  

ラグビーボール ボーリングゲーム  ＪＲ西日本 近鉄 

ＪＲ西日本・近鉄両社の公式ラグビーチームにちなみ、 

ラグビーボールを使用した簡単なゲームに挑戦。景品獲得をめざそう！ 

１６日は両チームの選手も来場します♪ 

（花園近鉄ライナーズは午前中のみ、西日本レイラーズは終日） 

 

鉄道おたのしみくじ ※フリールーム１・２・3 でいずれかの体験をされた小学生以下のお子様のみ 

JR・近鉄ブース参加の小学生以下対象：好きな車両と線路を選んでプラレールを走行♪ 

最終到着線の景品を獲得しよう！ 

 

 

 

 

 

会場：王寺町地域交流センター内ふれあいロビー１ 

駅弁特別販売（淡路屋） ＪＲ西日本 ＊各日なくなり次第終了 

日本を代表する駅弁販売業者 淡路屋による駅弁特別販売！人気の新幹線駅弁など 

魅力ある駅弁を個数限定で販売します （館内での飲食はできません。持ち帰りのみの販売） 

 

 

 



会場：王寺町地域交流センター内ふれあいロビー２ 

奈良交通 オリジナルグッズ販売 奈良交通のオリジナルバスグッズを販売。 

方向幕キーホルダーや昭和 55 年路線図ポスターなどのイベント限定グッズのほか、 

数量限定で「のりものこれくしょん（奈良交通バス）」も販売します！ 

 

 

会場：王寺町地域交流センター内実習室 

ハンドメイド作家のお店 ichigo 体験教室とオリジナル電車グッズ販売 

カフェポエム内にあるハンドメイド作家のお店 ichigo による期間限定の 

電車クラフト販売や体験教室を開催！雪丸カフェ Poem 内の ichigo ショップでも 

オリジナル電車クラフトが販売されます 

※ワークショップの内容は日替わりです ※当日、直接会場にて参加受付を行います 

【問合せ】Women's Future Center https://www.instagram.com/oji_ichigo/または oji.mirai@gmail.com へ 

 

会場：王寺町地域交流センター内 AVルーム 

鉄道動画放映  西大和学園映画研究部制作など鉄道関連動画を一挙放映！ 

 

 

会場：王寺町地域交流センター通路展示室、雪丸ミニプラザなど 

SL や特急のヘッドマーク展示 JR 西日本 王寺町観光協会 

吹田総合車両所の貴重な鉄道資料のなかから、 

ヘッドマークやその列車の写真を展示 

鉄道コレクション・鉄道今昔写真展示 王寺町観光協会 

王寺町ゆかりの鉄道アイテムや写真の展示 

鉄道のまち・王寺の魅力や歴史を展示                           （展示イメージ） 

 

 

まだまだあるよー！ 

次は、トークショーなど、りーべる王寺東館内の 

ステージ関連情報です！ 

 

 

 

 

 

作品例）体験教室 
作家名：編み物編む編む 
電車キーホルダーづくり 

最新情報は王寺町観光協会

インスタでも発信中♪ 

JR 王寺駅職員さんが制作してくれました♪ 

鉄道のまち・王寺鉄道フェスティバルポスター 



会場：りーべる王寺東館内 りーべるステージ（地下１F） 

鉄道トークショー  ※開催時間など状況により急遽変更することもあります 

テレビやラジオでおなじみのラジオ大阪 原田年晴氏（王寺町観光・広報大使）、元近鉄名物広報マン 福原稔

浩氏（王寺町観光・広報大使）、鉄道といえば！のホリプロマネージャー 南田裕介氏、鉄印女王 森川あやこ

氏による鉄道トークショーを開催！ 

１４日(金) １３時～ オープニングトーク＊地域交流センター 

         

１５日(土) 11 時～    会場内でトーク （福原氏） ＊地域交流センター 

        13 時     臨時列車出発セレモニーと車内乗車 ＊りーべるステージ→近鉄新王寺駅 

  １７時 45 分～１８時 リレーフィナーレ ＊りーべるステージ 

         

１６日（日） １０時３０分～11 時 15 分 『鉄道まち王寺から出発進行』 （原田氏、南田氏、福原氏） 

１２時～12 時 30 分『王寺町観光広報大使が語る王寺町および奈良の魅力』 （原田氏、福原氏） 

１３時～13 時 30 分『面白いよ奈良の玄関口 王寺町』 （南田氏、森川氏） 

１４時～14 時 45 分『王寺町から全国へ。線路は続くよどこまでも！』 

（森川氏、福原氏、JR 西日本鳥取県 PR など） 

１５時３０分～16 時 00 分『ありがとう 鉄道のまち・王寺』 （原田氏、南田氏、森川氏、福原氏） 

               （16：00 鉄フェス 終了） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

JR王寺駅西口改札前・近鉄王寺駅改札前にも 

会場があります！ 

 

 

 

 

ラジオ大阪 

原田年晴氏 

（王寺町観光・広報大使） 

元近鉄名物広報マン 

福原稔浩氏 

（王寺町観光・広報大使） 

ホリプロマネージャー 

南田裕介氏 

（王寺町出身鉄道四天王） 

鉄印女王 

森川あやこ氏 

原田年晴氏 

近鉄王寺駅職員さんも制作してくれました♪ 

鉄道のまち・王寺鉄道フェスティバルポスター 



 

 

JR王寺駅西口改札前・近鉄王寺駅改札前 会場 

 

鳥取県観光ＰＲ・観光物産展 （15 日、16 日のみ実施） JR 西日本 

ＪＲ西日本重点エリアの１つである鳥取県の皆様による観光ＰＲや観光物産展を実施し、 

鳥取県の魅力を発信！鳥取県観光大使とトリピーも来場予定♪ 

 

臨時団体列車運行とヘッドマークリレー 近鉄・奈良交通・JR 西日本・王寺町観光協会  

出発日 ２０２２年１０月１５日（土） ＊13 時～りーべるステージにてセレモニー予定（福原氏登場） 

行程：新王寺駅(13:26 出発)+++西田原本駅+++高の原駅+++近鉄奈良駅… 近鉄奈良駅前===JR 奈良

駅前…JR 奈良駅+++JR 王寺駅（17:30 頃 到着）…りーべるステージ※到着したヘッドマークとともにフィナーレ♪ 

 

鉄道開業 150 年と鉄道のまち・王寺 鉄道フェスティバル 2022 の開催を記念して、近鉄新王寺駅から近鉄奈

良駅へ向け臨時団体列車『あおぞらⅡ』を運行！また、この運行にあわせて、「近鉄」「奈良交通」「ＪＲ西日本」が

同じデザインのヘッドマークを装着して運行する「王寺ヘッドマークリレー」を実施します。 

リーベルホール・ルーム展示の N ゲージ電車も同じデザインのヘッドマークをつけて走ります！ 

 ※奈良交通バス、JR 車両は簡易型ヘッドマークを設置します  

 

 

 

 ＃王寺ヘッドマークリレー  

※撮影マナーを守って投稿してください 

  

はコチラ↓ 

NEWリレー路線図 (kokosil.net) 

 

☆ヘッドマークデザイン協力：

松永 路 氏（王寺町公式マスコットキャラクター「雪丸」デザイナー） 

 

「史上初！近鉄・奈良交通・JR 西日本 交通３社 特殊ヘッドマークリレーツアー」開催！ 近鉄 

出発日 ２０２２年１０月１５日（土） 募集人員 ８８名様  

連携リレーのヘッドマークをつけた車両に乗車するツアーを実施 

※本ツアーは満員（現在キャンセル待ちリクエスト受付中！詳しくは近鉄 HP をご覧ください） 

https://blog2.kintetsu.co.jp/ekichou/2022/08/1015-a2a3.html 

 

近鉄 オリジナルグッズ販売  近鉄王寺駅改札前で机上販売！  

 

 

どこを走るの？？ 

シーカくんも登場！ 
(15 日) 

https://home.oji-kanko.kokosil.net/wp-content/uploads/2022/09/0cdb744714eb8524ed68585b6d13bfc3.pdf
https://blog2.kintetsu.co.jp/ekichou/2022/08/1015-a2a3.html


会場外、その他 

  

会場周遊スタンプラリー ※お一人様 1 枚 1 回 1 枚のみ 合計先着 400 名まで参加可 ※状況により急遽中止の場合あり 

「王寺町観光協会」「近鉄王寺駅改札前（JR 分含む）」「奈良交通ブース」で４つのスタンプを集めると 

ノベルティグッズがもらえるスタンプラリーを開催！  

■10/15・16 のみ（各日シート配布は 15 時まで、景品交換は各日 16 時まで） 

■対象：小学生以下のお子様  

■シートは王寺町観光協会・近鉄王寺駅改札のみで配布 ※無くなり次第終了 

■景品は王寺町観光協会にてお渡しします（景品配布はイベント開催中のみ） 

  ※景品配布の際、アンケートにご協力ください 

 

りーべる王寺東館商店会  

 商店会加盟店で利用できる「お買物券」を地域交流センター内で配布します 

（お買物券は大人お 1 人様 1 枚のみ。なくなり次第終了） 

   【問合せ】王寺都市開発株式会社 TEL 0745-31-3300 

 

ＣＡＫＥ hinata 鉄道スイーツ制作・販売 

近鉄王寺駅改札前の hinata から、電車ケーキ（一日 20 本限定販売）と 

駅長さんゆきま～るが登場します（鉄道フェスティバル期間中のみ販売！） 

 

郵便局 鉄道開業 150 周年王寺記念切手の販売  

「鉄道のまち 王寺町～鉄道開業 150 年記念切手～」販売部数：400 シート限定予定（売り切れ次第終了）  

お問い合わせ先：日本郵便株式会社近畿支社 

郵便・物流営業部(物販・広告ビジネス担当) 

電話：(直通)06-6944-8157(平日 9：00～17：45) 

 

王寺観光ボランティアガイドの会によるガイドツアー 王寺町の鉄道遺産を巡り、郷土愛を育む企画です♪ 

『王寺鉄道探検隊～田原本線と生駒線は、なんでつながってないの？～』 

10/16(日)9 時王寺駅北口出発 11 時 30 分ごろ解散  

募集人員３０名程度（参加無料）＊王寺町義務教育学校４～９年生及び同年齢対象 

 ※４～６年生は保護者同伴でご参加ください 

   【問合せ】主催：王寺観光ボランティアガイドの会 TEL・FAX 0745-27-4477（石橋） 

 

 

※上記は 2022/10/12 時点のものです 

主 催 王寺町観光協会  

協 力 西日本旅客鉄道株式会社 近畿日本鉄道株式会社 奈良交通株式会社  

     りーべる鉄道倶楽部 TRAIN TIME 西大和学園鉄道研究部・映画研究部 ハンドメイドショップ ichigo 

りーべる王寺東館商店会 CAKE hinata 王寺観光ボランティアガイドの会ほか 

----------------事故・災害・気象条件その他事由により急な変更や中止する場合があります------------ 


