
内 容 :①北勢線のうちわ ･ポスター ･のぼりが完成、 沿線各校 (高校) にも配布

②北勢線啓発活動

(1 ) ガイ ドブックによるうちわの配付

(2 ) 七夕の短冊を猪名部神社に奉納

日 時 :①平成 23 年 7月 14 日 (木) から配付

②平成 23 年 7月 2 8 日 (木)

( 1 ) 9 :0 0 ~ 配付

(2 ) 11:00 ~ 奉納

場 所 :①三岐鉄道北勢線 各駅、 沿線各校 (高校)、市町主要施設など

② (1 ) 配付 ;三岐鉄道北勢線 西桑名駅及び電車内

(2 ) 奉納 :猪名部神社 (東員町北大社)

特記事項①北勢線啓発用の ｢うちわ ･ポスター ･のぼり｣ を作成しました。

【うちわ】

昨今の社会情勢から、 エコ機運の高まりを受け、 うちわを作成。

うちわは、 1,000 枚 (昨年 500 枚) を用意。

両面カラー、 表面に北勢線キャラクターを描くとともに、裏面には、 全 13 駅

間の所要時間と駐車台数を表示した。
7月 2 0 日 (水) に啓発の一環として、 西桑名駅で配付をするほか、 北勢線有

人駅に用意する (枚数限定)

【ポスター】

ポスターは、 200 枚 (昨年 100 枚) を作成。

めがね橋を渡る車両を背景に ｢みんなで守ろう北勢線｣ のフレーズを大きく

掲げ、今年からお目見えした ｢女性運転士｣ 2名の凛々しい姿も …

【のぼり】

また、 のぼりも、 50 本 (昨年 30 本) に増やしました。

のぼり ･ポスターともに、 沿線市町の主要施設に掲示するほか、 既に北勢線

の啓発活動に協力をいただいている、 桑名高校、桑名工業高校を始め、沿線各

校 (高校) にも配付し、 更なる利用を呼びかけたいと考えています。

②北勢線啓発活動 うちわの配付及び短冊の奉納

昨今の社会情勢から、 節電 ･エコ機運が高まる中、 北勢線がその最たるもの

であることの啓発、 利用促進を行うため、 ガイ ドスタッフからうちわの配布を

行う。

また、 先日まで、 星川駅など3 駅に七夕飾りを設置、 乗降客により、 込めら

れた願い (短冊) を猪名部神社宮司に届け、その成就を祈る。

7月 2 8 日午前 9 時から西桑名駅前で配付の後、同駅から東員町までの間、電



車内でも乗客に配布する。

配付は、 ガイ ドスタッフが行う。

その後、 上げ馬神事でも知られる東員町の猪名部神社に出向き、 7月 7 日ま

で、 西桑名 ･星川 ･阿下喜の 3 駅に設置してあった七夕飾りに寄せられた願い

事満載の短冊 685 枚を、 ガイ ドスタッフにより奉納させてもらう (別紙参照)



H 2 3 七 夕 短 冊 集 計

願い事 西桑名駅 星川駅 阿下喜駅 合 計 内 容

家庭 74 3 1 34 139

家族がみんな幸せでありますように (西桑名駅)

素敵な嫁と幸せに暮らせますように (西桑名駅)

家族みんなが笑顔でいられますように (星川 駅)

夫婦円満 (星川駅)

元気な赤ちゃんが生まれますように (阿下喜駅)

おばあちゃんいつまでも元気でね (阿下喜駅)

健康 32 13 14 59

病気が治りますように (西桑名駅)

足の痛いのが治りますよ引こ (西桑名駅)

肩が早G台りますように (星川駅)

いつまでも健康でいられますように (星川駅)

手術が成功しますように (阿下喜駅)
お父さんの病気が早く治りますように (阿下喜駅)

仕事 25 16 13 54

就職できますよ引こ (西桑名駅)

早く仕事に慣れますように (西桑名駅)

給料があがりますように (星川駅)

就職できるように頑張ります (星川駅)

仕事がもっと上手できますように (阿下喜駅)

希望した会社へ就職できますように (阿下喜駅)

学校 82 36 53 171

成績が上がりますように (西桑名駅)

野球部がベストを尽せますように (西桑名駅)

絶対にインターハイに行くぞ ! (星川駅)
クラスのみんなと仲良くなれますよに (星川駅)

ァルファベットを間違ぇなぃょぅに書きたい (阿下喜 駅)

桑員大会で優勝しますように (阿下喜駅)

将来の夢 29 14 18 6 1

ラーメン屋きんになりたい (西桑名駅)

野球選手になる (西桑名駅)

世界一周がしたい (星川駅)
サッカー選手になりたい (星川駅)

陸上選手になれますように (阿下喜駅)

電車の運転手になれますように (阿下喜駅)

恋愛 26 49 l6 9 1

恋が実りますように (西桑名駅)

運命の人とめぐり会えますように (西桑名駅)

彼氏とずっと一緒に過ごせますよ引こ (星川 駅)

大好きな人が振り向いてくれますょ引こ (星川 駅)

素敵な彼女ができますように (阿下喜駅)

彼氏とラブラブでいたいな (阿下喜駅)

その他 39 34 37 110

被災地が早く復興しますよ引こ(西桑名駅)

宝くじがあたりますように (西桑名駅)

日本が元気になりますように (星川駅)

トーマスに会えますように (星川駅)

6億円手に入りますように (阿下喜駅)
A K Bに会いたい (阿下喜駅)

合 計 30 7 193 185 685


