
平成 28年 11月 14日 

 

 

 

 

このたび、11月 23日（水・祝）に特別企画として JRKYUSHU 

SWEET TRAIN「或る列車」の「佐賀コース（佐世保～唐津間）」

を運行します。これを記念し、佐賀駅および唐津駅にて記念

式典を実施するほか、佐賀県内の沿線市町のみなさまのご協

力により、駅をはじめ沿線などで、「或る列車」ご乗車のお客

さまに向けたおもてなしを実施いただきます。 

 

■記念式典について 

＜佐賀駅＞ 

 ・日 時 ／ 平成 28年 11月 23日（水・祝） 11：05～11：30（予定） 

 ・場 所 ／ 佐賀駅ホーム（３番のりば） 

 ・出席者 ／ 佐賀県知事                 山口  祥義 様 

        佐賀市長                     秀島  敏行 様 

        株式会社ドーンデザイン研究所 代表取締役   水戸岡 鋭治 様 

        ＮＡＲＩＳＡＷＡ オーナーシェフ       成澤  由浩 様 

        子ども一日駅長（地元小学校）         児童（２名） 

        九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長     青柳  俊彦 

                   佐賀駅長      熊谷  明博 

＊佐賀清和高等学校吹奏楽部のみなさまによる演奏がございます。 

 

＜唐津駅＞ 

 ・日 時 ／ 平成 28年 11月 23日（水・祝） 14：17～14：38（予定） 

 ・場 所 ／ 唐津駅ホーム（２番のりば） 

 ・出席者 ／ 唐津市長                   坂井  俊之 様 

        唐津市議会議長                田中  秀和 様 

        株式会社ドーンデザイン研究所 代表取締役   水戸岡 鋭治 様 

        ＮＡＲＩＳＡＷＡ オーナーシェフ       成澤  由浩 様 

        子ども一日駅長（唐津市立唐津幼稚園）     園児（２名） 

        九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長     青柳  俊彦 

                   唐津駅長      山口  良孝 

＊武雄市の女性鷹匠・石橋美里さんによるパフォーマンスがございます。 

 

≪ご注意≫ 両駅での記念式典は、出席者のほか、「或る列車」にご乗車のお客さま並びに報

道等の関係者を対象に開催します。ホーム上の安全確保のため、一般のお客さま

の観覧を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。 

 

■沿線でのおもてなしについて（詳細は別紙） 

佐賀市・嘉瀬川（バルーンさが駅付近）でのバルーン係留や、駅での地元キャラクターに

よるお出迎え、沿線のみなさまからのお手振り等、温かいおもてなしを実施いただきます。 

 

■車内でのおもてなしについて 

・ 佐賀らしいおもてなしを行うため、車内では佐賀の日本酒（鍋島、万齢）を当日限定でご

用意します。唐津市からのプレゼントの「唐津焼ぐい吞み」でお楽しみいただきます。 

・ 客室乗務員より、沿線の見どころや当日のおもてなしのご案内などを行い、佐賀の魅力を

ＰＲいたします。 

 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25番 21 号 

佐賀コース運行に伴う記念式典実施と沿線のおもてなしについて 

温かいおもてなしが満載！ JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」 

 



（別紙）JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」 佐賀コース 沿線のおもてなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 時刻は変更になる場合がございます。 

※ 主な駅のみ掲載しています。 

内容 内容

有田駅 10:26 － 通過 - 16:47 － 16:48
【駅ホーム】
　・地域のみなさまによる手振り

上有田駅 10:29 － 10:38
【駅ホーム】
　・地域のみなさまによる手振り

16:43 － 通過 -

武雄温泉駅 10:56 － 通過 - 16:26 － 16:27

【駅ホーム】
　・地域のみなさまによる手振り
　　　※布（スカーフ類）を持って
　・地元キャラクター「おしくらマン」によるお見送り

北方駅 11:02 － 通過
【駅付近・六角川土手にて】
　・ウォーキングイベント参加者による手振り

16:20 － 通過 -

肥前山口駅 11:09 － 11:10

【駅ホーム】
　・地域のみなさまによる旗振り、横断幕
　・地元キャラクター「ビッキー」「ピンキー」によるお見送り
　・郷土芸能「大西浮立」披露

【駅付近　※西分踏切北西側田んぼ】
　・地域のみなさまによる旗振り、横断幕

15:57 － 16:07

【駅ホーム】
　・地域のみなさまによる旗振り、横断幕
　・地元キャラクター「ビッキー」「ピンキー」によるお見送り
　・郷土芸能「大西浮立・面」、「東分力士踊り」、
　　　　　　　 「石原七福神囃し」披露

江北町

佐賀駅 11:23 － 11:28

【駅ホーム】
　・記念式典　（プレスリリース本紙参照）

【嘉瀬川（バルーンさが駅）付近】
　・バルーン係留によるおもてなし
　　　※ 当日の天候等により中止の場合あり

15:39 － 15:45

【駅ホーム】
　・地域のみなさまによる旗振り

【嘉瀬川（バルーンさが駅）付近】
　・バルーン係留によるおもてなし
　　　※ 当日の天候等により中止の場合あり

佐賀県
・

佐賀市

小城駅 11:42 － 11:44

【駅ホーム】
　・「まちの駅」駅長による手振り
　・地元キャラクター
　　「ようかん右衛門」「こい姫」による手振り

15:23 － 15:25

【駅ホーム】
　・「まちの駅」駅長による手振り
　・地元キャラクター
　　「ようかん右衛門」「こい姫」による手振り

小城市

東多久駅 11:51 － 通過

【駅付近】
　・地域のみなさまによる黄色いものでの手振り

【東多久交流プラザ（駅隣接）】
　・子どもぬり絵展示

15:18 － 通過

【駅付近】
　・地域のみなさまによる黄色いものでの手振り

【東多久交流プラザ（駅隣接）】
　・子どもぬり絵展示

中多久駅 11:54 － 通過
【駅付近】
　・地域のみなさまによる黄色いものでの手振り

15:14 － 通過
【駅付近】
　・地域のみなさまによる黄色いものでの手振り

多久駅 11:56 － 通過

【まちづくり交流センター あいぱれっと（駅隣接）】
　・子どもぬり絵展示
　・地域のみなさまによる黄色いものでの手振り

15:10 － 15:12

【駅ホーム】
　・地元キャラクター「多久翁さん」による手振り
　・孔子の里 獅子舞の披露

【まちづくり交流センター あいぱれっと（駅隣接）】
　・子どもぬり絵展示
　・地域のみなさまによる黄色いものでの手振り

厳木駅 12:04 － 通過
【駅付近】
　・地域のみなさまによる旗振り

15:02 － 15:03
【駅ホーム】
　・地域のみなさまによるお囃子披露、旗振り

相知駅～
本牟田部駅

12:09 ～ 12:13
【線路沿い】
　・地域のみなさまによる旗振り  （のぼり旗、手旗）

14:51 ～ 14:55
【線路沿い】
　・地域のみなさまによる旗振り（のぼり旗、手旗）

山本駅
～鬼塚駅

12:17 ～ 12:23
【線路沿い】
　・地域のみなさまによる手振り

14:41 ～ 14:47
【線路沿い】
　・地域のみなさまによる手振り

12:27 － 13:09

【駅ホーム】
　・地域のみなさまによる旗振り
　・地元キャラクター
　　「唐ワンくん」「かんねどん」「さよ姫ちゃん」
　　佐賀県観光連盟キャラクター「壺侍」によるお出迎え

14:17 － 14:37

【駅ホーム】
　・記念式典　（プレスリリース本紙参照）
　・鷹匠パフォーマンス　（記念式典内にて）
　・地域のみなさまによる旗振り
　・地元キャラクター
　　「唐ワンくん」「かんねどん」「さよ姫ちゃん」
　　佐賀県観光連盟キャラクター「壺侍」によるお見送り

その他

往路 復路

多久市

時刻 （予定）

有田町

駅
ご協力
いただく

沿線自治体時刻 （予定）

武雄市

＜唐津市＞　・ツアー参加者へ「唐津焼ぐい呑み」プレゼント
　　　　　　 　　・フォトコンテストを実施し、後日優秀作品を駅構内で展示
＜佐賀県＞　・ツアー参加者へ「佐賀県産日本酒＋有田焼400年ロゴ入り香酒盃」プレゼント

唐津駅

【駅構内】
　・横断幕、物販ＰＲブース設置

　・子ども手旗ぬり絵展示、唐津くんちのぼり旗設置
　・郷土芸能「納所ガメ踊り」披露　（12：30頃）

・「唐津焼ぐい呑み」による地酒の振る舞い

佐賀県
・

唐津市


