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伊 豆 急 行 株 式 会 社 

                         東京急行電鉄株式会社 

 

伊豆急行株式会社（以下、伊豆急行）と東京急行電鉄株式会社（以下、東急電鉄）は、７月２９日（日）に伊豆

高原駅構内で開催される「伊豆急でんしゃまつり２０１２夏」の特別企画として、「伊豆急オモシロ駅長大集合！

任命書贈呈式＆特別ステージ」を開催します。 

当日は、新たに任命される４組の「オモシロ駅長」の任命書贈呈式を行うほか、これまでに誕生した「オモシ

ロ駅長」たちが、それぞれの個性を生かしたステージを展開します。 

昨年、伊豆急行が開業５０周年を迎えたことを契機に、両社が伊豆地域のさらなる活性化に取り組んでいま

す。その第１弾企画である「オモシロ駅長」は、伊豆を愛し、伊豆を再び元気にすることに情熱を持って行動して

いただける方々と共に力を合わせて伊豆観光をＰＲしていくことを目的とし、２０組の駅長が選出されました。 

この他の「オモシロ駅長」担当駅および活動時期・内容の詳細は、決定次第、随時、両社から発表します。 

詳細は下記の通りです。 

 

記 

 

１．日 時  ２０１２年７月２９日（日） １２時３０分～１５時００分 

 

２．場 所  伊豆高原駅やまもプラザ（パティオ） ※雨天時は改札前ホールにて実施 

 

３．内 容  （１）任命書贈呈式 （１２時３０分～） 

         ①「鉄道科せんせい駅長」（古谷 あつみ） 就任駅：南 伊 東 駅  

         ②「金 目鯛キャラ駅長 」（キンメダロウ） 就任駅：伊豆稲取駅  

         ③「オリジナルキャラ！駅長」（今井浜 歩） 就任駅：今井浜海岸駅 

         ④「ゆるキャラ駅長 『のもっち』」（こころ） 就任駅：蓮 台 寺 駅  

        （２）特別ステージ出演予定者 （１２時５０分頃～） 

         「鉄道科せんせい駅長」、「尼さん駅長」、「アユ釣り友駅長」、「下田生まれのアナウンサー駅長」    

「オリジナルキャラ駅長」、「ゆるキャラ駅長『のもっち』」 

※このほかに、他の「オモシロ駅長」が飛び入り参加する可能性があります 

（３）特別ステージの内容 

「紙芝居」、「特別授業」、「トークショー」、「釣り堀コーナー」、「キャラクター紹介ステージ」、 

「記念撮影会」、「豪華景品が当たるクイズ大会」などを実施します。 

※ステージの内容は変更となる場合があります 

以   上 

 

 

 

 

 

 

 

【伊豆急行線「オモシロ駅長」NEWS⑬】 

７月２９日（日）伊豆急でんしゃまつりに「オモシロ駅長」が集合！ 

～新たに４組の「オモシロ駅長」も誕生します～ 



【当日のステージスケジュール】 

 

「伊豆急オモシロ駅長大集合！任命書贈呈式＆特別ステージ」 

 

 

※都合により、ステージ内容および時間を変更する場合があります。 

※釣り堀コーナーは有料となります（１回１００円） 

※他のオモシロ駅長が飛び入り参加する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時  間 

 

ステージ内容 出演者 

 

１２時３０分～１２時４５分 

 

「オモシロ駅長」任命書贈呈式 

鉄道科せんせい駅長（古谷 あつみ） 

金目鯛キャラ駅長（キンメダロウ） 

オリジナルキャラ！駅長（今井浜 歩） 

ゆるキャラ駅長「のもっち」（こころ） 

 

１２時５０分～ 

 

「アユ釣り友駅長」による 

釣り堀コーナー 

（景品がなくなり次第、終了） 

 

アユ釣り友駅長（横山 一浩） 

 

 

１２時５０分～１３時０５分 

 

「鉄道科せんせい駅長」による 

出張授業 
鉄道科せんせい駅長（古谷 あつみ） 

 

１３時１０分～１３時２５分 

 

「のもっち」紙芝居 

 

ゆるキャラ駅長「のもっち」（こころ） 

 

 

１３時３０分～１３時４５分 

 

 

キャラクター紹介 

 

オリジナルキャラ！駅長（今井浜 歩） 

 

１３時５０分～１４時０５分 

 

「オモシロ駅長」対談 

（トークショー） 

 

尼さん駅長（金田 祥道） 

下田生まれのアナウンサー駅長（小林 佳果）

 

 

１４時１０分～１４時４０分 

 

豪華景品が当たる 

「オモシロ駅長クイズ大会」 
参加する全ての駅長 

 

１４時４５分～１５時００分 

 

記念撮影会 参加する全ての駅長 



【参考】任命書贈呈式を行う「オモシロ駅長」資料 

 

１．南伊東駅「鉄道科せんせい駅長」（２０１２年７月２９日就任）のプロフィール 

 

 （１）愛称名 「鉄道科せんせい駅長」（古谷 あつみ） 

 

 （２）経 歴  大阪府在住。東海道新幹線の車内販売員のアルバイト 

         を経験後、鉄道会社に就職。 

       現在は、関西を中心に鉄道タレントとして活動しながら、 

       観光系専門学校の鉄道学科非常勤講師を務める。 

 

 （３）本人から一言 

伊豆急行の魅力、鉄道の魅力を一人でも多くの方に伝えたいと 

思っています。一緒に楽しく鉄道のことを勉強しましょう♪ 

 

 （４）今後の活動予定 

    鉄道タレント・鉄道学科非常勤講師の知識と経験を生かして、関西を 

  中心にさまざまな場面で伊豆と鉄道の魅力を発信していく予定です。 

 

 

 

２．伊豆稲取駅「金目鯛キャラ駅長」（２０１２年７月２９日就任）のプロフィール 

 

（１）キャラクター名  キンメダロウ 

 

（２）出 生 地  伊豆半島沖漁場 

 

（３）好 きな食 べ物  エビ、あまいもの 

 

（４）性 別  不明 

 

（５）性 格  キレやすい 

 

（６）特 徴  キレると鍋が沸騰し、煮付けになる 

              （煮付けになるとデレっとする） 

                   伊豆の地キンメを食べたことがないのにキンメを 

                   語る人間が大嫌い 

                   デメキンと間違われるのが大嫌い 

                   人間よりも魚の方が偉いと思っている 

                   そのため人間の頭に乗ることが好き 

 

（７）今後の活動予定 

     Facebook ページ（http://www.facebook.com/#!/kinmedarou）にて、金目鯛や伊豆の魅力を 

綴っていきます 

 

 

 

 

「鉄道科せんせい駅長」 

「金目鯛キャラ駅長」 



３．今井浜海岸駅「オリジナルキャラ！駅長」（２０１２年７月２９日就任）のプロフィール 

 

（１）キャラクター名  今井浜 歩（いまいはま あゆみ） 

（２）年      齢  ２５歳 

（３）身      長  １６５cm 

（４）特      技  スポーツ全般 

（５）性      格  太平洋のように大きな懐の持ち主でリーダー的存在。 

男性は勿論、女性にも人気がある 

（６）    夢      世界に羽ばたくキャリアウーマン 

（７）家      族  サブキャラクターとして妹に「今井浜 舞」 

（いまいはま まい）がいる 

（８）一言（意気込み） これから色々なイベントに参加させて頂きます！ 

                      よろしくお願いします。 

（９）その他（製作者「小原達也（こはら たつや）さん」の経歴） 

   埼玉で造形会社を経営。ＴＶの小道具を作りながら今までに数多くの 

   人型着ぐるみを製作してきた。 

 

  （製作者から一言） 

   「オモシロ駅長」の企画に参加出来て、大変光栄です。私が生み出したキャラクターで伊豆急沿線が、これ 

まで以上に脚光を浴びることを願って止みません。これからは、私の力をだせる限り応援させて頂きます。 

 

４．蓮台寺駅「ゆるキャラ駅長『のもっち』」（２０１２年７月２９日就任）のプロフィール 

 

（１）キャラクター名 「のもっち」 

（２）経歴など 

   “マネージャー”である「こころ」に励まされつつ、ただひたすら 

   に「ゆるキャラ」としての修行を積むこと早数年。 

晴れて今回、「ゆるキャラ駅長」に就任した。おっとりと、また、のん 

びりとした性格であるものの、その胸中にはアツい思いが。 

「ゆるキャラ駅長」として活躍すべく、最近では、マネージャーに内 

緒で密かにイメージトレーニングに励んでいる模様。 

（３）一言 

「みんな、ともだちになろうよ」 

（４）今後の活動予定 

   エコ活動と紙芝居を通して、伊豆地域の情報を発信していく予定です。 

（５）その他（マネージャーを務める「こころ」の経歴） 

   ２００５年、２１歳でデビュー後、タレント、女優、モデル、紙芝居作家、 

ラジオパーソナリティーとして精力的に活動。テレビ・ラジオ、数多くの 

番組に出演し、映画や舞台などでも活躍中。 

公式ブログは根強い人気を誇っており、月間２００万アクセスを超える。 

また、エコ活動に意欲的に取り組み、その模様をブログで紹介するなど、 

社会貢献活動にも取り組んでいる。 

 

（マネージャー「こころ」から一言） 

「オモシロ駅長がキッカケで、すっかり伊豆の虜です」 

 

 

以   上 

ゆるキャラ駅長「のもっち」 

「こころ」 

「オリジナルキャラ！駅長」 

今井浜 歩 



（参考）オモシロ駅長一覧 

  氏名（読み） 就任駅 性別等 年齢 駅長名 

1 
古谷 あつみ 

（フルヤ アツミ） 
南伊東駅 女 25 鉄道科せんせい駅長 

2 
富戸小学校 

（フトショウガッコウ） 
富戸駅 学校 - 富戸小学校駅長 

3 
鈴木 真紀子 

（ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ） 
城ヶ崎海岸駅 女 - ＤＡＲＡ（ダラ）駅長 

4 
Chama 

(チャマ) 
伊豆高原駅 男 45 ヨガ駅長 

5 
伊豆シャボテン公園 

(イズシャボテンコウエン) 
伊豆高原駅 キャラクター - カピーバ駅長 

6 
橘ノ圓満 

(タチバナノ エンマン) 
伊豆北川駅 男 48 落語家駅長 

7 
北川 恵美 

(キタガワ エミ) 
― 女 23 女子大生駅長 

8 
金田 祥道 

(カネダ ショウドウ) 
片瀬白田駅 女 35 尼さん駅長 

9 
伊豆アニマルキングダム 

(イズアニマルキングダム) 
伊豆稲取駅 動物 35（推定） おしゃべりアッコちゃん駅長 

10 
キンメダロウ 

(キンメ ダロウ) 
伊豆稲取駅 キャラクター 不明 金目鯛キャラ駅長 

11 
稲葉 修三郎 

(イナバ シュウザブロウ) 
― 男 87 かわづ昔話駅長 

12 
河津バガテル公園 

(カワヅバガテルコウエン) 
河津駅 キャラクター 10 ガッテルくん駅長 

13 
横山 一浩 

(ヨコヤマ カズヒロ) 
稲梓駅 男 51 アユ釣り友駅長 

14 
延藤 勝実 

(エンドウ カツミ) 
稲梓駅 男 33 いちごいちえ駅長 

15 
石野田 奈津代 

(イシノダ ナツヨ) 
伊豆急下田駅 女 32 シンガーソングライター駅長 

16 
小林 佳果 

(コバヤシ ケイカ) 
伊豆急下田駅 女 - 下田生まれのアナウンサー駅長 

17 
下田海中水族館 

(シモダカイチュウスイゾクカン) 
伊豆急下田駅 動物 - ペンギン駅長 

18 
逢沢 夏海 

(アイザワ ナツミ) 
伊豆急下田駅 アニメ 中学２年生 夏色キセキ駅長 

19 
小原 達也 

(コハラ タツヤ) 
今井浜海岸駅 男＋キャラクター 47 オリジナルキャラ！駅長 

20 
こころ 

(ココロ) 
蓮台寺駅 女＋キャラクター 28 ゆるキャラ駅長「のもっち」 

 

※上記の情報は７月２４日時点のものです。今後の調整の状況によって内容が変わる可能性があります。 

 

以   上 


