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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、５月１６日（水）に富戸

駅で「富戸小学校駅長」、５月１９日（土）に伊豆急下田駅で「下田生まれのアナウンサー駅長」の任命書贈呈

式を開催します。 

「富戸小学校駅長」（富戸小学校代表の生徒たち）は、富戸駅の活性化策として、昨年度の６年生が総合学

習の授業で企画した駅の美化活動を行います。今後は、富戸駅に設置するプランターの手入れや、駅周辺の

清掃活動を実施していく予定です。 

「下田生まれのアナウンサー駅長」は、任命書贈呈式当日が黒船祭の期間中であることから、時代衣装に身

を包み、お客さまのお出迎えをします。今後は、自身がパーソナリティーとして出演するＦＭ番組などを通じて 

下田の魅力を発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

詳細については、別紙の通りです。 

以   上 

 

 

 

 

 

【伊豆急行線 「オモシロ駅長」NEWS④】 

５月１６日（水） 富戸駅に「富戸小学校駅長」が誕生！ 

５月１９日（土） 伊豆急下田駅に「下田生まれのアナウンサー駅長」が誕生！ 

＜任命書贈呈式およびイベントの詳細＞ 

 

■ ５月１６日（水） 

・ 「富戸小学校駅長」任命書贈呈式（１１：００～） 

・ 富戸小学校生徒による富戸駅美化活動（花のプランター設置と清掃活動など） 

 

■ ５月１９日（土） 

・ 「下田生まれのアナウンサー駅長」任命書贈呈式（１１：００～） 

・ 時代衣装でお客さまをお出迎え（９：３０～１６：００） 

  



【別紙】 

 

■５月１６日（水） 

駅長名：「富戸小学校駅長」 

 

就任駅：伊豆急行線 富戸（ふと）駅 

 

場 所：伊豆急行線 富戸（ふと）駅 

 

内  容：（１）任命書贈呈式（１１：００～） 

①伊豆急下田駅長からご挨拶 

②伊豆急下田駅長から任命書の贈呈 

 

（２）活動内容（１１：０５～） 

①学年ごとに植えた花のプランターを富戸駅 

入口付近に設置 

②駅周辺の清掃活動 

 

 

 

 

 

 

■５月１９日（土） 

駅長名：「下田生まれのアナウンサー駅長」 

 

就任駅：伊豆急行線 伊豆急下田駅 

 

場 所：伊豆急行線 伊豆急下田駅 

 

内 容：（１）任命書贈呈式（１１：００～） 

①伊豆急下田駅長からご挨拶 

②伊豆急下田駅長から任命書の贈呈 

 

（２）活動内容（９：３０～１６：００） 

         黒船祭開催中のため、時代衣装を着てお客さま 

をお出迎え 

※伊豆急下田駅の駅係員および伊豆急行 

スタッフも時代衣装でお出迎えします 

 

 

 

 

 

 

 

 

以    上 

富戸小学校 

伊豆急行線 富戸駅 

下田生まれのアナウンサー駅長 

黒船祭の時代衣装風景 



【オモシロ駅長 資料】 

 

１．富戸駅「富戸小学校駅長」（２０１２年５月１６日就任）のプロフィール 

 

（１）学校名 伊東市立富戸（ふと）小学校 

（２）創立日 １８７３年７月２５日 

（３）生徒数 １４９名（２０１２年４月現在） 

（４）所在地 伊東市富戸１２０５番地 

（５）校 長 山下 悦男 

（６）概 要 

１８７３年７月詠昌寺を仮校舎として創立される（富戸学舎）。 

１９４７年４月対馬村立富戸小学校となる。１９５５年伊東市 

合併により、現在の名称「伊東市立富戸小学校」となる。 

１９６７年に現在の校舎が竣工、移転。現在に至る。 

学校教育目標の「かがやく富戸っ子」には、楽しく学校生活を 

送り、本気で学習に取り組むことで、子どもたち一人ひとりに良 

さを発揮してほしいという願いが込められており、学校活動と 

して、野外教室や総合学習などを実施することで、地域と一体 

となった信頼される学校作りに取り組んでいる。 

 

    今回は「富戸をさらに魅力的にしよう」を課題にした、総合学習 

活動の一環として「伊豆急オモシロ駅長」に応募した。 

今後は、花の手入れやクリーン作戦など、地域に根ざした活動 

を予定している。 

  

 

 

２．伊豆急下田駅「下田生まれのアナウンサー駅長」（２０１２年５月１９日就任）のプロフィール 

 

（１）愛称名 「下田生まれのアナウンサー駅長」 

小林佳果（こばやしけいか） 

（２）経 歴 東京都在住。母親の実家が下田市内のため、黒船祭 

開催中の下田で生まれる。 

 その後、学生時代は４年間スーパービュー踊り子号 

のアテンダントを経験。 

現在はフリーアナウンサーとしてとしてキャスターや 

レポーター、ラジオのパーソナリティーなど多方面で 

活躍中。 

ＦＭサルースでは鉄道情報番組「ＴＲＡＩＮ－ＴＲＡＩＮ」 

を放送しており、鉄道ファンのリスナー数も急上昇中。 

番組内では「けいか駅長の今日も い・ず・きゅ・う！」 

のコーナーを設け、「オモシロ駅長」や伊豆のお勧め 

情報などを発信している。 

（３）今後の活動予定 

１００系車両貸し切りイベントなどを予定。 

（詳細については決定次第伊豆急ホームページなどで発表します） 

 

以   上 

鉄道イベントにゲスト出演した「下田生

まれのアナウンサー駅長」（写真左） 

富戸小学校 



（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） 
― 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 44 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 22 女子大生駅長 

8 
金田かなみ 

(カネダ カナミ) 
― 女 34 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) 
― 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) 
― 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) 
― 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) 
― 男 50 アユ釣り友駅長 

14 
延藤 勝実 

(エンドウ カツミ) 
― 男 32 いちごいちえ駅長 

15 
石野田 奈津代 

(イシノダ ナツヨ) 
― 女 31 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) 
― 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) 
― 男＋キャラクター 47 オリジナルキャラ！駅長 

20 
高見 こころ 

(タカミ ココロ) 
― 女＋キャラクター 27 ゆるキャラ駅長「のもっち」 

 

※上記の情報は５月１１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 


