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一般社団法人日光市観光協会（日光市）と東武鉄道株式会社（本社：東京都墨田区）では、2017 年 8 月
10 日に東武鉄道にて運行を開始したＳＬ大樹を活用した地域観光活性化に向けて、公式イメージソングを
制作しました。 

 ＳＬ大樹の運転をきっかけとした地域観光の活性化については、日光市内の商工団体や観光団体、各地
区自治会など地元地域が主体となり「いっしょにロコモーション協議会」を設立し、ＳＬ大樹を活用した日光市
の観光振興につながるすべての取り組みを「いっしょにロコモーションの取り組み」として位置づけ、地域 
一体となった「ＳＬの走るまちづくり」の実現にむけた様々な取り組みを進めています。 

ＳＬ大樹の運行開始以降は、地域によるおもてなし活動として「ＳＬ大樹にみんなで手を振ろう」プロジェクト
をはじめとした様々な「いっしょにロコモーションの取り組み」が行われ、沿線にお住まいの皆さまのご賛同の
もと、その輪は広がりつつあります。  
今般、「いっしょにロコモーションの取り組み」を、日光市に訪れるお客さま、地域の皆さまにさらに知ってい

ただくため、地元日光市でオリジナルご当地ＰＲソングを創作している女性ユニット「モアモカ」が、 
「いっしょにロコモーション協議会」会員から寄せられたキーワードを歌詞の中に取り入れながら、オリジナル
イメージソング３曲を制作しました。また、地元有志が主体となり、イメージソングに乗せたイメージビデオも制
作しています。 
今後は、イメージソングおよびイメージビデオを、日光市内を中心としたイベントや日光市の観光施設およ

び東武鉄道関連施設等で放映することで、「いっしょにロコモーション」の輪を広げていくとともに、 
「ＳＬの走るまち 日光」を、日光市内外に向けて幅広く発信していく予定です。 

 日光市観光協会および東武鉄道は、地元の皆さまや行政機関等とも連携しながら、「いっしょにロコモーシ
ョンの取り組み」を推進し、日光市に訪れるお客さまに笑顔や感動を届け、ひいては日光市への誘客促進に
つなげてまいります。 
 
◆SL大樹と地域の公式イメージソング 

「お客さまとまちをつなぐ」「地域のあたたかいおもてなし」「笑顔あふれる沿線」をテーマに、ジャンルを
問わず幅広い層に受け入れられやすい楽曲を３曲制作しました。 

  ①想いよつながれＳＬ大樹（詞・曲／篠原あかり） 
  ②いっしょにロコモーション（詞・曲／篠原あかり） 
  ③まちにひろがれロコモーション（詞・曲／石川桃子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆楽曲紹介サイト 

イメージソング３曲の音源を以下のサイトから視聴できます。

http://www.tobu.co.jp/sl/project/locomotion.html 

 

 

 

ＳＬ大樹とともに地域を元気に！合言葉は「いっしょにロコモーション」 

地元日光市で活躍するユニット「モアモカ」による 
ＳＬ大樹と地域の公式イメージソングを制作しました！！ 

オリジナルイメージソングに乗せて、「ＳＬの走るまち 日光」をＰＲします！ 

◆イメージソング制作アーティスト「モアモカ」について 

地元日光市の石川桃子と篠原あかりのユニットで、地元の隠

れた魅力をオリジナルソングに乗せて全国に向け発信する活

動を趣味で行っている。作るのは隠れた魅力を秘めた市内の

飲食店や店舗のＰＲソングが中心。二人で楽曲を制作してスマ

ートフォンで撮影し、自作のＰＲソング等をインターネットで配信

している。これまで配信したご当地ＰＲソングは 26曲。 

http://www.tobu.co.jp/sl/project/locomotion.html


＜参  考＞ 

 

SL大樹と地域の公式イメージソング 歌詞 
 

  
１ 「想いよつながれＳＬ大樹」 作詞・作曲 篠原あかり ２ 「いっしょにロコモーション」 作詞・作曲 篠原あかり 

走れ 走れ 走れ 走れ 大きく 力強く 穏やかな日差しと優しさ乗せて 
さあ一緒に手を振ろう 想いよつながれ SL大樹 今日も明日も明後日も ずっとずっと 

鮮やかな新緑と風に包まれて 
旅のおともの準備はできましたか？バナナはおやつに入ります！ 心と想いつなぐ架け橋となれ 
窓の外眺めれば穏やかな景色が 列車の中から広がる素敵なおもてなしが 

あたたかな おもてなし 広がる気持ち 
街全体であなたを待ってます この街とあなたを結ぶレールを敷いて ここから 始まる輪になって 
一人でも多くの人に 見て 聞いて 感じて 欲しくて 過去から 未来へと 続く汽笛の音 
乗車券のご用意は出来ましたか？ 「出発進行！」 この街から どんどん 響け響け 

走れ 走れ 走れ 走れ 大きく 力強く いっしょにロコモーション 心はずませて 
いつだって背中強く押すよ ディーゼルのように いっしょにロコモーション 大きな樹(みき)となれ 
走れ 走れ 走れ 走れ 笑顔が溢れて いっしょにロコモーション 笑顔の花咲かせて 
さあ一緒に手を振ろう 想いよつながれ SL大樹 ほら！ さあ！ 今みんなで手を振ろう 

旅の思い出の大事な１ページを 鮮やかに描けたら幸いです 美しく優雅に煌びやかに ３つの鉄橋ガタンゴトン渡っていくよ 
ぜひまたここにいつでもお越しください その先に見える 未来への線路 希望と夢を乗せて走ってゆけ 
同じようにそれ以上に思い出染めていくよ 

杉並木を颯爽と たくましく走る その姿に想いと期待込め 
虹色に輝く想いを弾ませて 心と心をつなぐ架け橋となれ どこまでもどこまでも広がる原点となれ 力強く大きく育て育て 
ワクワク ドキドキ ウキウキ そんな気持ちを膨らませ 
何度でも君を乗せ走り出すよ 「出発進行！」 いっしょにロコモーション 日の光浴びながら 

いっしょにロコモーション いつまでも続いてゆけ 
走れ 走れ 走れ 走れ 大きく 力強く いっしょにロコモーション 大空駆けて高く高く 
いつだって君に届くように 汽笛を響かせて さあ！ 今みんなで手を振ろう 
走れ 走れ 走れ 走れ 未来まで走れ 
さあ一緒に手を振ろう 想いよつながれ SL大樹 この街に住む人も 訪れる人も 誰もが心繋いで 

手を振って 振り返す たったそれだけで 
桜並木も 杉並木も 花火も 蛍も 祭りも 紅葉も 分かち合える 笑顔になる はじめようここから 
雪景色も 山も 川も 滝も 湖も 空気でさえ  
春夏秋冬 街一同 待っています いっしょにロコモーション 大きく息を吸って 
「いらっしゃいませー！」 いっしょにロコモーション 命ここに感じながら 

いっしょにロコモーション 一つの大きな輪となれ 
走れ 走れ 走れ 走れ 大きく 力強く さあ！ 今みんなで手を振ろう 

日光 鬼怒川 今市の みんなの期待や想いのせて 
走れ 走れ 走れ 走れ 鼓動を刻んで 想いを込めてとどけ！ 手を振ろう 
「心届け！」と手を振ろう 想いよつながれ SL大樹 

ここから始まるいっしょにロコモーション！ 

３ 「まちにひろがれロコモーション」 作詞・作曲 石川桃子 

手を振って！ 相思相愛！ 

笑顔と笑顔 すれ違った時 どの一瞬も見逃せない 手と手取り合って絆深まる ここから始まる新しい夢が 
おもてなしなしあるある わくわくどきどき まちじゅうロコモーション おもてなしなしあるある わくわくどきどき まちじゅうロコモーション 

１度は姿 消した SL 熱い想い乗せて 帰ってきた 春雨時どきも 夏の嵐も こがらし吹く秋も  
だから今度は サヨナラじゃなくて おかえりの手を振って 迎えてほしい 雪化粧しても 日の光がそそぐ時も 黄昏時も 

まちの（みんなで） 
僕は今 呼吸をしてる 汽笛の音 響かせて 一緒に（一緒に）  
走り出そう新しい風が ずっと待ってるよ いつでも会いに来て 
チカラ(合わせて)  
キモチ(一つに) 手を振って！ 
このまち かけ抜ける 笑顔と笑顔 すれ違った時 どの一瞬も届け届け  

おもてなしなしあるある わくわくどきどき 止まらない 
横一線で！ 
スタートライン さあ飛び出そう 手を取り合って歩幅合わせて SL大樹 つづけこのまちとともに 
おもてなしなしあるある わくわくどきどき 育て！ロコモーション 力強く進め 

誰もができるさ ロコモーション 
行ったり来たり 上り下り列車 ゆったりゆらり 鬼怒川温泉まで まちじゅうに ひろがれロコモーション 
ぐるりぐるりと ゆっくり回って 今度は下今市へさあ出発だ 

このまちと笑顔つないで 
愛のこもったアテンダントさんからのあたたかいおもてなしは せーので SL（エール） 
ありがとうのプレゼントさ 走り出せ（エール） 
ステキで（ムテキな） つながれ（エール） 
愛ある（想いで） 
あふれてる いっしょにロコモーション 



 

主な「いっしょにロコモーションの取り組み」について 
 

 

・「ＳＬ大樹にみんなで手を振ろう」プロジェクト 

東武鬼怒川線沿線の皆さまが、ＳＬ大樹にご乗車の皆さまに手を振ってくださり、現在ではＳＬ大樹の名物

ともなっています。ご乗車いただいたお客さまには地元の皆さまからの歓迎に大変喜んでいただいています。

冬には、ペンライトを沿線の皆さま・ＳＬにご乗車のお客さまに配布し、ペンライトを持って手を振るイベントも

行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＬ大樹にみんなで手を振ろう絵画コンテンスト 

 ＳＬ大樹の運転区間近郊の小学校を対象に「わたしたちのおもてなし－ＳＬ大樹に手をふろう」をテーマとし

た絵画コンテストを開催し、数多くの素敵な作品のご応募をいただきました。 

 

 

・「鬼怒川線に季節ごとの花を咲かせよう」プロジェクト 

倉ケ崎エリアの地域住民で組織された「倉ケ崎明日を考える会」がこのプロジェクトに賛同し、大谷向～大

桑間の沿線景観整備として約 4,000㎡の花畑整備を実施します。 

このプロジェクトでは、耕作放棄地となっている農地を、日光・鬼怒川にお越しいただいたお客さまに車窓

からの良き思い出として季節の花々を楽しんでいただくとともに地域ならではの美しさを残していきたいとの

想いから、地元住民の手によって対象地の整地、植栽および管理運営までを実施しています。また、日光市

による後援事業に認定いただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 


