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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、「オモシロ駅長」の特

別企画として、伊豆急「オモシロ駅長」小林佳果・鉄道写真家と行く伊豆急満喫旅を開催します。 

今回の企画は、伊豆急下田駅の「オモシロ駅長」（「下田生まれのアナウンサー駅長」）として活躍する小林

佳果さんが案内役を務め、有限会社レイルマンフォトオフィスの人気鉄道カメラマン「中井精也氏」「山崎友也

氏」に加え、フリーカメラマンとして活躍する「久保田敦氏」を特別ゲストに迎え、伊豆急行線を舞台に鉄道写真

の楽しみ方の紹介や伊豆急下田駅での構内撮影会などを開催します。 

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組の駅長が活動を行っていま

す。各駅長の今後の活動時期や内容の詳細は、決定次第、伊豆急行のホームページにてご案内します。 

伊豆急「オモシロ駅長」小林佳果・鉄道写真家と行く伊豆急満喫旅の詳細は、別紙の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伊豆急行線「オモシロ駅長」NEWS⑰】 

伊豆急「オモシロ駅長」 小林佳果（こばやしけいか）・鉄道写真家 

と行く伊豆急満喫旅を開催 

下田生まれのアナウンサー駅長 



【別紙】 

伊豆急「オモシロ駅長」小林佳果・鉄道写真家と行く伊豆急満喫旅の詳細 

 

 

１． 名  称  「伊豆急オモシロ駅長 小林佳果がご案内！レイルマンと行く伊豆急満喫旅」 

 

２． 日  時  ２０１２年１１月１７日（土）、１８日（日） 

 

３． 案内役  伊豆急下田駅「オモシロ駅長」小林佳果（下田生まれのアナウンサー駅長） 

 

４． ゲスト  鉄道カメラマン「中井精也氏」、「山崎友也氏」、「久保田敦氏」の３名 

  ※中井氏、山崎氏は初日のみの参加となります。（宿泊コースのディナーショーには参加） 

  ※久保田氏は初日から２日目まで、全ての行程に参加します。 

           

５． 参加費  （１）宿泊コース（１１月１７日～１８日） 

           大人：１４，５００円、子ども１０，０００円 

       ※旅行行程内の乗車券（初日の伊豆高原駅～伊豆急下田駅間の往復、２日目の伊豆高原駅 

           ～伊豆熱川駅までの片道）、昼の弁当代（２日分）、ルネッサ赤沢の宿泊代（１泊２食付）、 

 記念品代が含まれます。 

                  ※宿泊はリゾートコテージ「ルネッサ赤沢」にて相部屋となります（基本は４人１部屋） 

 

  （２）日帰りコース（１１月１７日のみ） 

大人：５，０００円、子ども：３，５００円 

                  ※旅行行程内の乗車券（伊豆高原駅～伊豆急下田駅間の往復）、昼の弁当代、記念品代が 

             含まれます。 

 

６． 募集人員 １２０名（最小催行人員６０名） 

 

７． 企画内容 

（１）１日目の行程（①～⑥までは宿泊コース・日帰りコース共通、⑦～⑧は宿泊コースのみ） 

①伊豆高原駅集合【１０：１５】 

②２班に分かれ、鉄道カメラマンが同行し、伊豆急下田駅へ移動（１００系電車または特急電車にて） 

※Ａ班は１００系電車に乗車し、車内で「鉄道写真の楽しみ方」講演会（小林佳果さん・鉄道カメラマンと 

の交流） 

※Ｂ班は特急電車に乗車し、車内で鉄道カメラマンと交流（伊豆急下田駅で１００系電車到着時の撮影） 

③伊豆急下田駅の特設会場に移動し、ＦＭラジオ「TRAIN－TRAIN」の公開収録（トークショー）見学 

④伊豆急下田駅構内でサイン・握手会、電車撮影会（１００系、８０００系、１８５系、２５１系）実施 

   ⑤伊豆急下田駅から伊豆高原駅へ移動（１００系電車または特急電車にて） 

※Ａ班は特急電車に乗車し、車内で鉄道カメラマンと交流（伊豆高原駅で１００系電車到着時の撮影） 

※Ｂ班は１００系電車に乗車し、車内で「鉄道写真の楽しみ方」講演（小林佳果さん・鉄道カメラマンとの 

交流） 

⑥伊豆高原駅到着【１６：００頃】 ※日帰りコースはここで解散 

   ⑦送迎車に分乗し「ルネッサ赤沢」へ移動 

   ⑧「ルネッサ赤沢」にて夕食時に、人気鉄道カメラマン３人による「スペシャルディナーショー」を開催 

    

   （２）２日目の行程（宿泊コースのみ） 

①伊豆高原運輸区（電車工場）を小林佳果さん＆久保田氏と見学【９：３０】 

   ②伊豆熱川駅へ移動（普通電車） 



   ③小林佳果さん＆久保田氏と一緒に、伊豆熱川駅～片瀬白田駅までの「伊豆急全線ウォーク」に参加 

   ④片瀬白田駅周辺において、久保田氏による写真教室開催 

   ⑤片瀬白田駅にて解散【１４：００頃】 

 

８． 申込受付  ２０１２年１０月１０日（水）の１０時から受付開始 

※申込みは伊豆急行ホームページ、または電話（０５５７－５３－１９３９）にて 

 

９． そ の 他  各コースの詳細行程、特典などは伊豆急行のホームページをご確認ください。 

           ※当日の天候や電車の運転状況により、行程の一部を変更する場合があります。 

 

 

 

 

以   上 



（参考） 

「伊豆急オモシロ駅長 小林佳果がご案内！レイルマンと行く伊豆急満喫旅」資料 

 

１． 「下田生まれのアナウンサー駅長」のプロフィール 

 

「小林 佳果」（こばやし けいか） 

下田出身のフリーアナウンサー。横浜市の FM放送「FMサル 

ース」の鉄道番組「TRAIN－TRAIN」などのパーソナリティーと 

して活躍中。 

伊豆急行が一般公募した「伊豆急オモシロ駅長」の「下田生ま 

れのアナウンサー駅長」として各種イベントにも参加している。 

 

 

 

２． ゲスト参加する鉄道写真家のプロフィール 

 

 

（１）「中井 精也」（なかい せいや） 

１９６７年生まれ、東京出身の鉄道カメラマン。成蹊大学卒業後、東京写真 

専門学校に通い鉄道写真家「真島満秀氏」に師事。１９９６年に独立。 

２０００年に山崎友也氏と(有)レイルマンフォトオフィスを設立。 

多数の著書・写真集の出版、ＴＶに出演。１日１鉄がモットー。 

 

 

 

 

 

（２）山崎 友也（やまざき ゆうや） 

１９７０年生まれ、広島出身の鉄道カメラマン。日本鉄道写真作家協会事務 

局長。日本大学卒業後、鉄道写真家「真島満秀氏」に師事。 

２０００年に中井精也氏と(有)レイルマンフォトオフィスを設立。写真集や 

エッセイの出版、写真講師、講演、テレビ出演など幅広い分野で活躍中。 

 

 

 

 

 

 

（３）久保田 敦（くぼた あつし） 

１９７７年生まれ、長野出身の鉄道カメラマン。九州産業大学卒業後、会社員、 

フリーカメラマンを経て (有)レイルマンフォトオフィスに在籍。 

現在は再びフリーカメラマンとなり、鉄道ジャーナル誌の表紙を担当するなど 

多方面で活躍中。 

       

 

 

 

以   上 



（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) 
伊豆熱川駅 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) 
河津駅 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１０月９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 


