
平成２１年７月１日

関係各位

か し て つ バ ス 応 援 団

（鹿島鉄道線代替バス沿線高等学校生徒会連絡会）

団長 松 本 紗 良（石岡商業高校３年）

顧問 荘 司 直 哉（石岡商業高校教諭）

ギャラリーバスへの作品展示のお願い、

（社）日本バス協会主催 バスフェスタ２００９絵画コンテストのお知らせ、

ならびに「いしおか七夕まつり」に応援団で出展いたします

梅雨空の候，貴所ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

さて，当応援団では，代替バスの運行事業者であります関鉄グリーンバス（株）が実施

している「ギャラリーバス」に協力し，自ら作品を展示また，さまざまな方に展示をお願

いしております。

現在もさまざまな作品を展示して運行しておりますが，貴所に在籍する園児・児童・生

徒ならびに職員の方々の作品を展示していただけないでしょうか。別紙送信票に御記入の

上，７月３１日（金）までに御返事いただけますと幸いです。

利用者や沿線住民のコミュニケーションの場として路線バスが活躍できるよう，ぜひと

も御協力をお願いいたします。詳細につきましては別紙をご覧ください。

つづいて、社団法人日本バス協会が主催する「バスフェスタ２００９」の一環として、

バスの絵画コンテストが行われます。興味のある方はぜひ日本バス協会のホームページを

ご覧ください。

(バスフェスタ2009ホームページURL： http://www.bus.or.jp/festa2009/index.htm)

また，７月２６日（日）に開催予定の「いしおか七夕まつり」にも石岡商業高校のブー

スに応援団として塗り絵やゲーム・募金場所を出展予定です。ぜひお誘いあわせの上，路

線バスで御来場をお願いいたします。

お願い事ばかりで恐縮ですが，なにとぞ当応援団の活動に御理解と御協力のほど，よろ

しくお願い申し上げます。

参加高等学校 鉾田第一，鉾田第二，

玉造工業，石岡第一，

石岡第二，小 川

連絡先 かしてつバス応援団事務局

(石岡商業高等学校生徒会)

ＴＥＬ０２９９－２６－４１３８

ＦＡＸ０２９９－２６－１０２９

かしてつバス応援団キャラクター http://www.ogawa-h.ed.jp/busouen.htm

「かしてつバスくん」



（別紙１） 「ギャラリーバス」について

１．依頼の目的

関鉄グリーンバスでは，路線バス車内に写真・絵画等の作品を展示した「ギャラリー

バス」を平成１９年８月から運行しています。ギャラリーバスにご乗車の際には，是非

ご覧いただき，楽しんでいただければ幸いです。今後も，学校やグループなどでご活用

いただき，より地域の皆様に愛される路線バスを目指して参ります。

（関鉄グリーンバスホームページより引用）

当応援団では，上記の趣旨に賛同し，作品を展示，および今回のように作品展示の募 
集活動を行っています。

作品を展示していただくことで，地域の交通弱者のことや地域の今後のあり方を考え 
るきっかけとなること，また園児・児童・生徒ならびに保護者の皆さんが，バスに興味

・関心を抱き，バスに乗車していただくことで収入への貢献につながること，そして同

じ地域にある施設が世代をこえて交流できることを目的としております。

２．御協力いただける場合の依頼の内容（例）

（１）展示期間 １クールにつきおおよそ１ヶ月ごとに貼り替えます。

（２）展示方法 専用の台紙に直接作品を書いていただくか、画用紙（Ａ３サイズ、応

援団で用意します）に書いていただくか、または木工作品などはデジタ

ルカメラで撮影したものをこちらで光沢紙に出力します。

それらを車内ポスターの展示スペースに掲示します。

１車両につきおおよそ１０枚程度の作品が展示できます。

（３）作品内容 基本は絵画が中心ですが，木工作品などでも画像データとして展示し

ますので、Ａ３サイズ横置きであるという以外に制限は設けません。

（４）終 了 後 作品は貴所へ御返却いたします。その際、お礼としてバス応援団特製

シールを在籍園児・児童・生徒分，進呈させていただきます。

（５）告知方法 関鉄グリーンバスホームページでの告知

http://kantetsu.co.jp/green-bus/news/gallery_bus/gallery_bus.html

保護者，園児・児童・生徒向けには展示車両のナンバーなどを記した

文書を用意しますので，貴所で配布していただきたいと思います。

（６）そ の 他 展示の期間・車両の台数・所属営業所などは，展示作品数により適宜

打ち合わせの上，調整いたします。

（写真 左 ギャラリーバス車両外側 右 車内掲示イメージ）

（関鉄グリーンバス ホームページより）



（別紙２） かしてつバス応援団の活動実績

平成１９年度

日付 活動内容 内容 場所等

19. 7.26 かしてつバス応援団 発足会議
愛称の決定、代替バスの現状の説明、

今後の活動について
石岡商業高校

19. 8. 9
小美玉市長他沿線市長への要望

活動

１ 代替バスに関する会議に「かしてつバ

ス応援団」を利用者の代表として参加さ

せてください

２ 代替バスに関する会議に，バスに関わ

る様々な立場の人を参加させてください

３ 私たちもいろいろと努力しますので，

代替バスが存続できるように御協力をお

願いします

４ 代替バスを活かした街づくりを考えて

ください

小美玉市役所

19. 8.22 ＮＨＫ県域テレビ放送出演 バス応援団の紹介、バス利用の呼びかけ ＮＨＫ水戸局

19. 9.27
石岡市議会総務企画委員会との

意見交換会

高校生が感じる現状などを率直に発表した

沿線四市長へ要望したことなどが取り上げ

られたことも公表された

石岡市議会

19.11.14 ギャラリーバスへの掲示作業

石岡一高写真部、石岡商業美術部の作品を

グリーンバスで運行するギャラリーバスに

展示 １９年１２月まで展示

グリーンバス

石岡（営）

19.11.20 応援団のキャラクター募集開始
かしてつ応援団時代の「かしてつくん」に

続くキャラクターとして募集

20. 1. キャラクター塗り絵作成依頼

ルンビニー学園幼稚園、玉里保育園、玉里

第二保育園へかしてつバスくんの塗り絵を

作成依頼

20. 2. 4
茨城県公共交通活性化会議へ

利用促進活動助成金の申請

利用促進活動に用いるためのシール作成の

資金援助を申請

20. 2 25 上記申請の認可 シール作成に入る（１５，０００枚）

20. 3 14 シール納入 沿線小・中学校へ配布希望の有無を調査

20. 3.18 市民への利用促進活動

シール・チラシを配布しバス利用の呼びか

けを行った。あわせてバス応援団活動資金

への募金活動も行った

石岡駅前

20. 3. 沿線小・中・高校へシール発送 沿線１９校へ発送



平成２０年度

日付 活動内容 内容 場所

20. 4. 5
ギャラリーバスへの塗り絵の

展示開始

ルンビニー学園幼稚園等に依頼した作品を

「かわいい子供たちの塗り絵展」と題し、

５期に分けて作品を展示

グリーンバス

石 岡 ・ 鉾 田

（営）

20. 5.14
『茨城朝日』のキャラクター

特集に掲載
ミニコミ誌に掲載された

20. 5.17 上記の塗り絵展 第２期開始

20. 6.28 上記の塗り絵展 第３期開始

石岡営業所２台、鉾田営業所２台の

計４台で運行

グリーンバス

石 岡 ・ 鉾 田

（営）

20. 7.25 バス応援団会議 募金活動やマナーアップ活動の実施を決定 石岡商業高校

20. 7.27 いしおか七夕まつり参加
塗り絵と募金の実施 塗り絵は１２月に

ギャラリーバスへ展示予定
石岡駅前

20. 8. 9 上記の塗り絵展 第４期開始
石岡営業所２台、鉾田営業所２台

の計４台で運行

グリーンバス

石 岡 ・ 鉾 田

（営）

20. 9.13 石岡のお祭り参加

シール・チラシを配布し、バス利用の呼び

かけを行った あわせてバス応援団活動資

金への募金活動も行った

石岡市

ま ち か ど 情 報

センター

20. 9.20 上記の塗り絵展 第５期開始
石岡営業所２台、鉾田営業所２台の

計４台で運行

グリーンバス

石 岡 ・ 鉾 田

（営）

20.11. 1
ギャラリーバスへの～わたしの

鹿島鉄道鉾田線～展示開始

笠間市在住の水彩画家の作品を展示

石岡営業所２台、鉾田営業所２台の計４台

で運行

グリーンバス

石 岡 ・ 鉾 田

（営）

20.11.10
茨城県公共交通活性化会議へ

利用促進活動助成金の申請

利用促進活動に用いるためのグッズ作成の

資金援助を申請

20.11.29
『常陽リビング』～かしてつが

遺した街のカタチ～に掲載
ミニコミ誌に掲載された

20.12.15
ギャラリーバスへの～かわいい

子供たちの塗り絵展～展示開始

７月のいしおか七夕まつりで集まった塗り

絵を石岡営業所２台、鉾田営業所２台の

計４台で運行

グリーンバス

石 岡 ・ 鉾 田

（営）

20.12.22 上記申請の認可
ポケットティッシュ作成に入る

加盟各校の意見を参考にして決定

21. 2. 6 ギャラリーバスへの掲示作業

石岡一高写真部、石岡商業美術部の作品を

グリーンバスで運行するギャラリーバスに

展示

グリーンバス

石 岡 ・ 鉾 田

（営）

21. 1. 6
かしてつ沿線地域公共交通戦略

会議(第１回)に参加

ＢＲＴ（バス専用道システム）を主軸に地

域の公共交通体系などを考える会議に沿線

利用者代表として参加

石岡市国府

地区公民館



日付 活動内容 内容 場所

21. 2.24
かしてつ沿線地域公共交通戦略

会議(第２回)に参加

バス応援団の紹介、ならびに活動状況を

報告

小美玉市

四季文化館

21. 2.26
ギャラリーバスへの～石岡市立

南小学校児童作品展～展示

石岡市立南小学校へ作品募集を依頼し、応

募のあった５０点を展示

グリーンバス

石岡（営）

21. 3.17 市民への利用促進活動

ポケットティッシュ・チラシを配布しバス

利用の呼びかけを行った

あわせてバス応援団活動資金への募金活動

も行った（募金額２，４２７円）

常陽新聞・常陽リビングに掲載される

石岡駅前

21. 3.27 石岡ひな巡りへの参加

石岡市内ボンネットバス運行の

協力ならびに募金を実施

（募金額３００円）

石岡駅前・

石岡市内

平成２１年度

21. 4.
沿線幼・保・小・中学校へ

ポケットティッシュ配布

沿線１７施設へ配布ならびに、広報活動を

行った

21. 5.29 バス応援団会議

今年度の活動内容を話し合ったり、石岡市

企画課の方とＢＲＴについて話し合った

茨城新聞・常陽リビングに掲載される

石岡商業高校

21. 7.
沿線幼・保・小・中学校へ

ギャラリーバス参加呼びかけ

ギャラリーバスへの作品展示を呼びかける

案内を行う

21. 7.
かしてつ沿線地域公共交通戦略

会議(第３回)に参加（予定）
沿線利用者代表として参加予定 未定

21. 7.26
いしおか七夕まつりへの参加

（予定）

石岡駅前で行われる祭りへ参加し、公共交

通利用を呼びかける

石岡駅前

（御幸通り）


