「上毛電鉄友の会」の会報誌

第４号
上電が設立されたのは大正 15 年（1926 年）の５月 27 日。
8４年目を迎えた 2010 年の設立記念日に、地域の足である上毛電鉄の末永い運行を目指して「上毛電鉄友の会」は発足いたしました。今
年で発足して 3 年目、これからもみんなでサポートして上電を盛り上げよう！

挨

友の会第４号発刊にあたって

菓

上電パウンドケーキ

2012 年も押し詰まり、上毛電鉄友の会(以下本会)会報第 4 号が発

9 月 16 日の上電感謝フェアイベントにて上電パウンドが発売に

刊されるに際して、会員の皆様や、沿線の自治体や市民の皆様に感謝
申し上げます。東日本大震災の爪跡はまだ各地に残り、鉄道もまだ数ヶ
所で寸断され、復旧の見通しが立たない区間もあります。また、今春に
は十和田観光電鉄と長野電鉄屋代線が廃止されるなど、地方のローカ
ル鉄道は益々厳しい状況にあることを感じます。
今春から、デマンドバスが、旧大胡･粕川･宮城･大間々町村内に続
き、旧新里村内でも運行されています。バス利用者減少の中での経費
節約を図った政策だと聞きますが、デマンド方式も含めたコミュニティバ
スは、補助金を投入して運賃や制度面を優遇する一方で、従来からの
公共交通である鉄道や民営バス利用者の一部を侵食しかねない状況も
みられます。今後各方面が一層連携を密接にしながら、適正な地域交
通を形成していくことが要望されます。
友の会が実施するイベントして、別項の通り 10 月 20 日より、同じ上電
の愛称のある上田電鉄の協力で、上電 2 社の利用促進を目指して、3
回目のスタンプラリーを実施中です。また、12 月 1 日には、バスハイクを
企画しました。両イベントとも、会員の皆様はじめ多くの方の参加をお待
ちしております。
来年は、昨年からも予告してきた上電創立 90 周年に向けた社史(仮題:
上毛電鉄 90 年史)の編纂に勢力を傾注したいと考えます。つきまして企
画･編集会議を 2 ヶ月に 1 回程度行いますが、多くの方から情報と資料
提供を募りたいので、ご協力をお願いいたします。
（上毛電鉄友の会 代表 大島 登志彦）

なりました。
10 種類の味で、5 種類ずつ入った 2 種類のパッケージとなってお
ります。パッケージ中にはデハと 700 形 4 両の車両が入っています。
「赤城いずみ」仕様と「上毛といち」仕様になっています。
このパウンドケーキの企画は 4 月の上電のイベント後から動き始
めました。
最初はパウンドケーキではなく最中でした。諸事情で最中からパ
ウンドケーキにはなりましたが 10 種類の味のパウンドケーキができる
ことになったのでよかったと思います。
さてデザインのほうですが、外装パッケージと中のケーキを包む
電車型パッケージを今回やらせていただきましたが、箱型の物をデ
ザインしたことは今までなかったので、最後まで調整に苦労しまし
た。あとデハ 101 とデハ 104 ですが、塗装以外にも異なる点が多く、
製作途中まで気がつきませんでした。パッケージ正面にあるデハで
すが貫通顔の方が好きでしたので 101、104 とも貫通顔にさせてい
ただきました。700 形に関しては冷房装置が分散式と集中式の 2 種
類あり、分散式は比較的よく見る形状でしたので難はしませんでした
が、集中式はあまり見ない形だったので大変でした。
今度ともこの二人のキャラを使ったグッツ等を作っていきたいので
よろしくお願いいたします。（平岡隆一）

印

友の会スタンプラリー実施中

今年のスタンプラリーは特別企画。
長野県の上田電鉄と相互乗り入れを
開始しています。上毛電鉄と上田電鉄、
一字違いの上電つながり。大いに盛り上
げていきましょう。
■ラリー実施期間 平成 24 年 10 月 20 日（土）から
平成 25 年 1 月 20 日（日）まで
■発行枚数 1,000 枚限定
■参加方法
1. スタンプラリー台紙を入手しよう
「赤城南麓フリー切符」「第 19 回鉄道の日記念ワンデーフリーパ
ス」を購入。または、中央前橋、大胡、赤城、西桐生いずれかの
駅、上田電鉄別所温泉駅の係員に、乗車券等を購入した際に
台紙を請求して下さい。
2. スタンプを集めよう
上毛電鉄の全 8 編成の車内と、別所温泉駅に設置したスタンプ
を集めます。集めたスタンプ数によって、クロスワードの挑戦権
のゲットや、プレゼントの抽選申込ができます。
応募締切：平成 25 年 1 月 20 日（日）
3. 運行している車両を探そう
上毛電鉄友の会オフィシャルサイトの特設ページを
開設しましたので、ご参照下さい。（新保正夫）

パウンドケーキは、しっとり
として、優しい味でした。
色とりどりの箱からパウンドケーキ
を取り出し、袋を開けるとすでに
いい匂いがしています。
飽きがこない仕上がりになっている
このパウンドケーキは、きっと１つ
食べ終わると手が伸びる、と思い
ます。
食べきりサイズなので、おやつや
小腹が空いた際に手軽にたべら
れますし、袋入りで食べやすいの
で時間がない朝の朝食としてもおいしくいただけるかと思います。
現在の発売場所は上毛電鉄の中央前橋・赤城・西桐生の３駅と、
前橋駅物産館広瀬川、群馬県庁と前橋市役所の地下売店でお求
めいただけます。販売代金の一部は上毛電鉄の収入となりますの
で、みなさま是非ご購入ください。（児玉洋）

新春イベント２０１５開催
日時：平成 25 年 1 月 3 日(木)
場所：大胡電車庫
時間：９：３０～１５：００
ぜひ皆様ご来場ください

春

春のハイキング報告

飲

ビール電車乗車記

６月２日（土）当会企画によるハイキング「桐生の昔を訪ねる」

今年度より友の会広報担当を務めさせていただいております

が開催され、西桐生駅を起点に、丸山下駅まで、約 6ｋｍのハイキン
グを行いました。当日は上毛電鉄沿線をはじめ、遠くは東京方面か
らも、約４０名の参加がありました。桐生は、江戸時代の初めに徳川
家康の命により代官大久保長安がまち割を行ったところで、その後
繊維工業都市として栄えた歴史を持っています。
江戸時代の桐生新町町割り図と
明治時代初期の地図（迅速地図）
を持った参加者は、桐生祇園祭
の鉾を納めた鉾座を始めとして
天満宮、群馬大学同窓記念か、
有鄰館、浄運寺など江戸から明
治、大正時代と昔の道をたどりな
がら桐生の歴史を探訪しました。
見学先では、地元の方の説明が
あり、時間をオーバーして熱心に解説をいただき、とても充実した見
学になりました。日本織物会社の発電所取水口では、ＪＲ両毛線（織
物を運ぶ為建設された旧両毛鉄道）の列車にも遭遇し、鉄道応援団
の企画らしいハイキングとなりました。桐生の歴史に触れた一行は、
桐生祇園祭の流れを汲む桐生八木節祭への再訪を誓い、丸山下
駅で無事ハイキングを終了しました。（佐羽宏之）

声優・堀込聖美と申します。どうぞよろしくお願い致します。
8 月 18 日、上毛電鉄ビール電車が中央前橋駅から西桐生駅を賑
やかに運行しました。
いつものイベント時よりも賑やかに飾り付けられた「デハ 101」へと
総勢 35 名が乗り込み、中央前橋駅を出発しました。
車内にはテーブルを設置。
为役のビールはもちろん、赤城いずみちゃんの日本酒、ワイン等
のお酒やお料理がところ狭しと並べられまるで動く居酒屋のよう。
窓を開ければ入り込む風が気持ちよく、お酒もどんどん進みます。
そして最大の目玉。
桐生球場前→赤城駅間の東武線との並走区間を、デハ 101 と
特急りょうもう号が本気の競走！
結果は…僅差でデハの勝ち?!
上毛電鉄職員の方々、友の会、
そして
ご参加くださった皆様の気持ちが一つ
になり、素晴らしい時間となりました。
来年は夜のビール電車も素敵だなぁ…
と夢は膨らむばかりです。
今年はご参加いただけなかった方も、
来年はぜひお友達もお誘い合わせて
ご参加くださいませ。（堀込聖美）

冬

冬のハイキング(予告)

新潟廃線跡ハイキング
今年度 2 回目、友の会では初めてとなるバスハイキングを実施します。
■期
日 平成 24 年 12 月 1 日
中央前橋駅 6 時 50 分集合 19 時頃解散
■内
容 群馬とゆかりある新潟県の 2 つの鉄道廃線跡をハイク。
・旧 国 鉄 魚 沼 線 ：上越線の前身である来迎寺～西小千谷間
・越後交通寺泊線：臨海学校や海産物でなじみの寺泊。
お土産屋も立ち寄ります。
※ 通常のハイキング程度の支度で参加可能です。
■バス車両 独特のストーリーのある車を準備します
■参 加 費 3,000 円（貸切バス代、高速料金、保険料等） 自弁。
■募
集 35 名まで 申込：上毛電気鉄道総務部 (新保正夫)

学

受賞レイアウトが出品

新春イベント予告
群馬県立前橋高校鉄道研究同好会は、3 年生 8 名、2 年生 4 名、
1 年生 3 名、あわせて 15 人で活動する文化系サークルです。活動日
は、基本的には月･金曜日で、文化祭前などの忙しいときは土曜登校
の午後や、平日の臨時活動もあります。活動内容としては、模型やジ
オラマの製作や研修・研究旅行、会誌の製作もしています。
2013 年の上毛電鉄新春イベントでは、
我々が丹精して作成した「鉄道模型ジ
オラマ」（第 5 回全国高校生鉄道模型
コンテスト 技能賞受賞作品）を展示
する機会に恵まれました。沿線の高校
として上毛電鉄を応援し、折々の活動
に取り上げていきたいと思いますので、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（H24 新会長：大和 旧会長：小林）
編集後記
11 月に入り、日が急に短くなり、また気温も下がってきました。
寒くなると、外に出るのがおっくうになってしまい、引きこもりがちにな
るという方も多いかと思います（私もそうです）が、上毛電鉄、そして上
電友の会では新春イベント、スタンプラリー、ハイキングと楽しいイベント
が盛りだくさん。是非おいで下さい。（児玉洋）

活

上電駅クリーンボランティア

１0 月 14 日、上毛電気鉄道・膳駅におきまして、上電ファ
ン有志による第１回「上電駅クリーンボランティア」を実施させて
いただきました。１時間ほどかけて、待合室の拭き掃除やクモの
巣の除去、ホームや駐輪場の雑草・土砂の撤去などを行いまし
た。
この活動は、ファンや利用者の立場から駅を快適な公共空間
として育てていくとともに、ファンや沿線住民の方々の交流の場
となることを意図して企画・実施したものです。
当日は 10 人もの方々にご参加い
ただき、上電が大好きだという共
通の思いの下、和やかな雰囲気
の中で無事に活動を終えることが
できました。「無理せず、楽しく、
上電と地域の未来のために。」を
モットーに、今後も年３～４回の
頻度で駅の清掃を実施していく予定です。
このような活動を快諾してくださった上毛電気鉄道㈱を始め、
上電友の会、2015 年の公共交通をつくる会など、活動にご協力
いただいた方々に心よりお礼を申し上げます。これからも「上電
駅クリーンボランティア」をどうぞよろしくお願い致します。
（楠山喬正）

お知らせ
10 月 1 日より、上毛電鉄の WEB アドレスが変更になり
ました。ブックマークをされている方は、新アドレスへの
変更をお願いします。
新 WEB：http://www.jomorailway.com/

発

刊

上毛電気鉄道 友の会

WEB
http://www.jomorailway.com/supporters/
E-mail supporters@jomorailway.com
（WEB アドレス、及び E-mail アドレスが変更となりました）

