プレスリリース

2021 年 5 月 31 日

上田電鉄・別所線開業 100 周年、日本遺産認定１周年
を記念して各種イベントを実施します。
上田市・上田市日本遺産推進協議会
上田電鉄株式会社、上田バス株式会社
上田電鉄・別所線は、大正 10 年に旧川西線が開業してから、今年 6 月 17 日で 100 周年という大
きな節目を迎えます。
また、昨年、塩田平地域を中心とする文化財群が日本遺産に認定され、6 月 19 日に１周年を迎え
ることから、上田市及び関係団体の連携により、以下のとおり各種イベントを実施しますので、報
道機関におかれましては、事前周知・当日の取材をお願いいたします。
イベント名称等
①別所線開業 100 周年記念
「ストリートピアノ事業」

概要

お問い合わせ先

期日：令和 3 年 6 月 17 日（木） 上田電鉄株式会社
～令和 3 年 6 月 28 日（月）
時間：9：00～16：00
場所：別所線

℡0268-22-3330（宇川）
℡0268-39-7117（矢澤）

別所温泉駅

※別紙１参照
②日本遺産認定１周年記念

期日：令和 3 年 6 月 19 日（土） 上田市 交通政策課

「ラッピング車両出発式」

場所：別所線

下之郷駅

℡0268-23-5011（山田）

※別紙２参照
③日本遺産認定１周年記念
「文化財施設無料開放」

日時：令和 3 年 6 月 20 日（日） 上田市 交流文化スポーツ課
9：00～16：00

℡0268-75-2005（清水）

場所：前山寺、中禅寺
安楽寺、常楽寺
※別紙３参照
④日本遺産認定１周年記念

日時：令和 3 年 6 月 20 日（日） 上田市 交流文化スポーツ課

「相澤洋正プロデュース公演」

①14：00～14：30

（ピアノ、ヴァイオリン、チェロ）

②16：00～16：30

℡0268-75-2005（清水）

場所：あいそめの湯ホール
※別紙３参照
⑤日本遺産認定 1 周年記念
「信州上田レイライン線
運賃無料運行」

期日：令和 3 年 6 月 19 日（土） 上田バス株式会社
令和 3 年 6 月 20 日（日）

℡0268-34-6602（伊藤）

・２日間、運賃無料
※別紙４参照

⑥別所線開業１００周年記念
日本遺産認定１周年記念
「別所線

別所温泉駅→上田駅

限定無料乗車証配布」

期日：令和 3 年 6 月 19 日（土） 上田電鉄株式会社
令和 3 年 6 月 20 日（日）
場所：別所線

別所温泉駅

※別紙４参照
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℡0268-22-3330（宇川）
℡0268-39-7117（矢澤）

別紙１

①別所線開業 100 周年記念「ストリートピアノ事業」
期日：令和３年６月１７日（木）～６月２８日（月）
時間：9：00～16：00
場所：別所線

別所温泉駅（駅舎内）

内容：どなたでも自由に弾いていただけるアップライトピアノ「LovePiano」を別所温泉駅に設置
します。
「LovePiano」は、ピアノを身近に感じて親しんでいただくことを目的に株式会社ヤマハミ
ュージックジャパンが推進しているプロジェクトです。
今回設置するピアノは、小説「蜜蜂と遠雷」の装画を手掛けた杉山巧さんによる華やかな
ペイントを施した「LovePiano3 号機」で、長野県内への設置は初めてとなります。
大正 10 年に開業したレトロな駅舎の中で響くピアノの音色をぜひお楽しみください。
なお、主催者によるイベント開催時など、演奏できない場合があります。
主催：上田電鉄株式会社
協力：株式会社ヤマハミュージックジャパン
上田市、上田市日本遺産推進協議会、別所線電車存続期成同盟会

LovePiano3 号機
【LovePiano】関連 web サイト・SNS
Web サイト：https://jp.yamaha.com/products/contents/pianos/lovepiano/
ヤマハピアノ Twitter：https://twitter.com/yamaha_piano_jp

●別所線開業 100 周年記念事業オープニングイベント
期日：令和 3 年 6 月 17 日（木）
時間：9：00～10：00
場所：別所線

別所温泉駅（駅舎内）

内容：別所線開業 100 周年（6 月 17 日）を記念して、また、ストリートピアノ事業のスタートに
あたり、オープニングイベントを実施します。
上田電鉄・山本社長あいさつ、上田女子短期大学生によるミニ演奏会
主催：上田電鉄株式会社
協力：上田市日本遺産推進協議会、上田バス株式会社、別所線電車存続期成同盟会
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別紙２

②日本遺産認定１周年記念「ラッピング車両出発式」
期日：令和３年６月１９日（土曜日）

午前中

※詳細スケジュールは、別途（6/10 頃）、プレスリリース予定です。
場所：別所線

下之郷駅

内容：主催者あいさつ、写真撮影、テープカット
主催：上田市日本遺産推進協議会（上田市交流文化スポーツ課、交通政策課）
上田電鉄株式会社、上田バス株式会社
協力：別所線電車存続期成同盟会
■車両ラッピング事業
・日本遺産を活用した観光振興を図るため、令和３年度文化庁補助金を活用して、上田電鉄・別
所線車両（１編成２両）と、上田バス・信州上田レイライン線車両（１台）にラッピング施工
■デザイン
・別所線車両

■デザインコンセプト
日本遺産上田市オリジナルロゴマークの色合いを活かし、「上田市の
日本遺産」を想起させるデザインに仕立てています。
・別所線は、塩田平の歴史・文化の一つである雨乞いの儀式にちなんだ、
“塩田平に進む龍”を表現しました。
・日本遺産登録文化財群を巡る、上田バス「信州上田レイライン線」は、
塩田平～別所の文化財・風景をわかりやすく一覧で表現しました。

・バス車両
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別紙３

③日本遺産認定１周年記念「文化財施設無料開放」
日時：令和３年６月２０日（日）

9：00～16：00

場所：前山寺・中禅寺・安楽寺・常楽寺
内容：日本遺産に認定された構成文化財のうち４施設（前山寺・中禅寺・安楽寺・常楽寺）を
一日限定で無料開放、各施設で塩田平ボランティアガイドによる御案内
主催：上田市日本遺産推進協議会（上田市交流文化スポーツ課）
協力：上田バス株式会社、上田電鉄株式会社、別所線電車存続期成同盟会
施設紹介：

前山寺

中禅寺

安楽寺

常楽寺

④日本遺産認定１周年記念「相澤洋正プロデュース公演」
日時：令和３年６月２０日（日）

①14：00～14：30、②16：00～16：30

場所：別所温泉 あいそめの湯ホール
内容：上田出身の作曲家・相澤洋正氏のプロデュースによる「レイライン～光と祈りのまち～」
と題したミニコンサート
出演は、相澤洋正氏（ピアノ）、小玉安奈氏（ヴァイオリン）、日下部杏奈氏（チェロ）
主催：上田市日本遺産推進協議会 （上田市交流文化スポーツ課）
協力：上田バス株式会社、上田電鉄株式会社、別所線電車存続期成同盟会
出演：相澤洋正氏

小玉安奈氏

日下部杏奈氏

※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催方法等が変更になる場合があります。
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別紙４

⑤日本遺産認定１周年記念「信州上田レイライン線

運賃無料運行」

期日：令和３年６月１９日（土）、６月２０日（日）
場所：下之郷駅～別所温泉を巡るルート
内容：２日間、運賃無料運行（通常 200 円）
バス車内で記念乗車券を配布します。
なお、両日とも「別所線・信州上田レイライン線 電車・バスフリーきっぷ」は販売できま
せんので、御注意ください。
主催：上田バス株式会社
協力：上田市日本遺産推進協議会、上田電鉄株式会社、別所線電車存続期成同盟会

⑥別所線開業１００周年記念・日本遺産認定１周年記念
「別所線 別所温泉駅→上田駅 限定無料乗車証配布」
期日：令和３年６月１９日（土）、６月２０日（日）
場所：別所線

別所温泉駅

内容：２日間、９時から１６時まで、別所温泉駅で降車されたお客様に、別所温泉駅→上田駅間
を当日のみ利用できる乗車証を先着５００名に無料配布します。
（Ｄ型硬券

サイズ タテ 30 ㎜×ヨコ 87 ㎜ ・硬券の裏面に通し番号は入りません）

なお、両日とも「別所線・信州上田レイライン線 電車・バスフリーきっぷ」は販売できま
せんので、御注意ください。
主催：上田電鉄株式会社
協力：上田市日本遺産推進協議会、別所線電車存続期成同盟会、上田バス株式会社

みほん

みほん
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