「上毛電鉄友の会」の会報誌

第７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 4 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７号発刊にあたって

自然災害や群馬の近況を振り返っての友の会の活動
上毛電鉄友の会(以下本会)会報第７号が発刊されるに際して、会員
の皆様や、上毛電気鉄道(以下上電)の社員の皆様、沿線の自治体や
市民の皆様に感謝いたします。
今年は、群馬県民にとって、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺
産に登録されたことが、嬉しい大ニュースでした。しかし、夏の猛暑が早
めに終わって、すがすがしい秋を迎えるや否や、９月末に突然の御嶽山
の噴火、そして１０月に入って２週続きで日本列島全域が台風に見舞わ
れました。幸いにも群馬県内の台風被害は比較的少なかったと思われ
ますが、新聞やテレビの報道を見るたびに、夏の集中豪雨以降の全国
の蓄積被害は膨大になったことや、各鉄道会社にとっては、心配と苦労
が絶えなかったことが目に浮かびます。本会としては、何の援助等でき
ませんでしたが、まだ復興途上の東日本大震災も含めて、全国の被災
された方々などに対して、早期の復興と立ち直りをお祈り申し上げます。
毎年秋は、学校や地域で運動会はじめ、多くのイベントが企画されま
す。恒例の「上電秋のイベント」（１０月２６日）などにも、多くの方々のご来
場をお待ちしています。また、本会自身でも、冬に向かって、鉄道に多
少とも接点を持たせたハイキングやスタンプラリーを実施いたします（本
会報に別稿に案内）。これらの行事を通して、私たち会員はもちろん、市
民・県民の方々には、公共交通を見直し、少しでも御利用を増やしてい
ただければ幸いです。
（上毛電鉄友の会 代表 大島 登志彦）

秋

晩秋のバスハイキング(予告)

３度目となる当会企画によるバスハイキング。今年４月からの貸
切バス運賃制度の変更めげずに、早目の予約で何とか乗り切りまし
たが、来年はどうなるやら。
一昨年の新潟、昨年の上田に続く３度目の廃線跡ウォーキング
は、筑波鉄道を訪問します。自転車道の整備が進んでいおりますの
で、比較的歩きやすいコース・・のはず、秋の一日を筑波颪に送られ
て元気に歩きましょう。
また、昨年のスタンプラリーで協働した流鉄流山線にも乗車しま
す。また、１０月２６日の大胡駅イベントにも流鉄ブースが登場します。
ちなみに流鉄は千葉県流山市から松戸市の馬橋駅に至る５．７ｋｍ
のがんばる私鉄です。流山市は最近アド街にも登場しましたね。
■実施日：平成２６年１１月２９日(土)
大胡駅７：４５集合
■参加費用：３，５００円(バス、資料、保険料等として)当日集金。
自弁。流鉄乗車券等は各自お支払い下さい。
■旅程案 ※都合により変更になる場合あり。
大胡駅 7:45 集合→（北関東道）→岩瀬駅
ご参加お待ち
（筑波鉄道廃線跡ウォーキング・一部区間）
してます！
流山駅 → （流山電鉄乗車） →馬橋駅
→ 大胡駅 19:00 頃 解散予定
（新保正夫）

平成２６年度通常総会を開催

会

定期開催となっている友の会総会が、５月３１日(土)17:00

から
桐生市市民活動推進センター「ゆい」にて行われました。会員約２０
名が集まり、まず平成２５年度活動報告及び決算、平成２６年度活動
計画及び予算の報告・承認を行いました。また、今年度より新たな
役員加入もあり、それについての案件も承認されました。
さらに、友の会公式 facebook の運用を開始し、SNS を活用した
情報発信も強化していくことが報告されました。
最後に上毛電鉄の古澤社長に祝辞をいただき、会員一同身を引
き締めて今後も活動にあたろうと決意しました。
(小林直樹)

今後の活動スケジュール
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感謝フェア 2014
イベントサポート
第３回 友の会
バスハイキング
バスで巡る
筑波鉄道廃線跡
友の会スタンプ
ラリー実施
新春イベント 2015
新春トークショー
上電友の会だより
冬号発行

随時・中長期・年次企画
○随時
・クリーンボランティア活動
・沿線歩け大会のサポート
・会員募集
（チラシ配布、コミュニテ
ィＦＭ等の活用）
・プロモＣＭ作成
○中長期
・上毛電鉄９０年史
資料収集及び編纂作業
○年次
・総会（毎年５月下旬）
○時期未定企画中
・平成２６年度会員向けグッ
ズ等送付

H26 友の会スタンプラリー(予告)

友の会スタンプラリーは、今年度で５回目となります。
今年の企画は、「ぐんま三鉄」のコラボレーションです。富岡製糸工
場群の世界遺産登録や 7000 形新車の導入で話題の上信電鉄。気
動車トロッコに天皇皇后両陛下がご乗車した、わたらせ渓谷鐡道。
我らが上毛電気鉄道の３線を、スタンプラリーで巡ります。
■ラリー実施期間
平成２６年１２月１３日（土）から
平成２７年３月１５日（日）まで

春

（新保正夫）

春のハイキング報告

5 月 31 日、少し蒸し暑さを感じる朝 9：00 天王宿駅を起点に、
江戸時代の富士山講の遺跡である富士山(ふじやま)がある桐生市
相生町内を、地元のガイドさんに歴史解説をしていただきながら歩
きました。富士山は、「富士山」が世界遺産登録された後、間違って
外国人も訪れて有名になった富士山下駅最寄りの山です。
（裏面へ続く）

（続き）日本に旧石器時代があることを証明した相澤忠洋氏の墓参
りの後、桐生明治館（旧群馬衛生所）、相生の名の由来となる相生
の松、大善寺、赤岩の渡しの船宿跡、念願の富士山登頂を果たした
あと岡登神社や天王院、忠霊塔を巡りました。富士山山頂からは、
眼下を走る上毛電鉄の電車を眺め、下山後には登録有形文化財の
渡良瀬川橋梁も見学できました。途中で雷雨に見舞われたり、猛暑
となったものの見学先のお寺や施設でのおもてなしもあり、15：00 皆
元気に天王宿駅にゴールしました。
（佐羽宏之）

掃

樋越駅でクリーンボランティア

早くも夏の日差しが照り付けた６月１日、樋越駅にて第３回の上電
駅クリーンボランティアを実施し、過去最多の１７名の方にご参加いただ
きました。
休憩を取りながらのんびりとやりましょうとお声掛けしましたが、皆さん
一生懸命に取り組んでくださり、気が付けば、駅の裏側に生い茂ってい
た雑草が綺麗さっぱり刈り取られて、ポイ捨てされていたゴミが取り除か
れ、待合室のテープ跡も目立たなくなりました。
私としては、皆さんがこの活動に参加して、上電のために私たちがで
きることをしていこうという思いを強くしてもらえれば、とても嬉しいです
し、いつも乗っている、見慣れている上電のことを、ちょっと気に留めて
もらえるだけでも、この活動を続ける意味があると思っています。活動の
度に課題が見つかりますが、今後も無理なく継続していけるよう、工夫
を凝らしながら、楽しく駅を綺麗にしていきたいと思います。
この活動は、上電という、世界に一つしかない鉄道に対して、心から
の愛着と誇りを持っている方々のご協力で成り立っています。私もまた、
そんな上電が大好きな一人です。これからもどうぞ、よろしくお願い致し
ます！ ■第４回は、１１月３０日を予定 詳細は会ＨＰで （楠山喬正）

賞

前橋がテーマの作品 受賞

県立前橋高校鉄道研究同好会は、毎年夏に東京
ビックサイトで開催される全国高等学校鉄道模型コンテストに３年前
から出品しています。初年度は技能賞。昨年度は参加賞。３年目の
今年はなんと理事長特別賞（約 120 校中の十数位）を勝ち取ることが
できました。私たち自身も非常に驚くとともに、期限ぎりぎりまで製作
を頑張った甲斐があったなとつくづく実感しました。また、今回のコン
テストでの好成績が後押しし、念願の部昇格への切符も渡され、来年
には部として活動していけそうです。非常にうれしい限りです。
今回のモジュールのテーマは「前橋中心商店街再興」でした。商店
街の利便性を向上させるために次世代型路面電車
システム（LRT）を前橋駅から中央前橋駅まで導入し、
子供から老人まで利用しやすい商店街をイメージし
ながら製作にあたりました。
また、商店街への自動車乗り入れを禁止し自転車
を活用したり、太陽光発電を積極的に導入するなど
前橋の商店街がより活性化するための提言も込めま
した。このような前橋に対する愛が審査員の方に評
価され、好成績を残すことができました。
模型作りを通して未来の前橋がもっと素晴らしい街に
なってほしいと強く感じました。
（前高鉄研会長 樋口悟）

ｆ

Facebook 始めました！

上電友の会の活動を、全世界（おおげさ？）に発信してま
いります。ＦＢを通じて、友の会のレールがどこまでもつながっていく
ことを願っています。見ていただいた方は、どんどんシェアしてくださ
い。皆さんの「いいね」をお待ちしています。
（太田聡彦）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
★ミニ情報（関連イベント）
きりゅう市民活動推進ネットワーク研修事業 12 月 14 日（日）
「ひたちなか海浜鉄道」と、「ひたちなか市市民交流センター」視察
ジョウモウ大学 シャル鉄 11 月 16 日(日)
〜秋のぐんまを楽しむ鉄道のたび〜 ＃シャル鉄

ビール電車に SUPER BELL"Z

飲

8 月 23 日、今年も上毛電鉄友の会主催
のデハ 101 ビール電車が、中央前橋～西桐生
を二往復、賑やかに走りました。
今年の目玉は、かねてよりの(個人的)希望だ
った SUPER BELL"Z 車掌 DJ 野月貴弘さん
のご乗車！！夏休み期間の過密スケジュール
を縫ってどうにかご参加いただけました。
野月さんは中央前橋駅から乗車、直後からテンションも高く、早
速の車内放送です。(写真) リズミカルな喋りと、たくさんのお酒、
そしてデハ 101 の心地よい揺れと走行音に車内は盛り上がりま
す。皆さん野月さんとお話ししたり、車窓からの風と景色をお酒と
共に味わったりと、思い思いに過ごしていると、あっという間に西桐
生駅へ。西桐生駅では、上毛電鉄さんのご厚意により臨時の
SUPER BELL"Z「車外物販」も行われました。この日のみの限定ア
イテムや CD など、皆さんお手に取っていただき、誠にありがとうご
ざいました！復路は、恒例になりつつある？東武鉄道との電車レ
ース！(一方的に) 今年は、東武鉄道 8000 系との熾烈な戦いが
繰り広げられました。
そんなレースですが…なんと今年は、初！野月さんの一人二役
生実況解説つきという、なんとも豪華なレースとなったのでした。こ
れには車内も大盛り上がり、F１風？解説も入り交じった実況に、皆
さん大ウケしてらっしゃいました。
また、二往復目の中央前橋駅で
は、初お披露目となる「赤城いずみち
ゃん」「上毛といちくん」立体パネルも
同乗。(写真) かわいらしいパネルと
共に、夕暮れの中をデハ 101 は走り
ます。柔らかい白熱灯がともった車内
は、とても温かい雰囲気に。皆さんが
持ち寄ってくださったお酒やおつまみ
が所狭しと並ぶ車内は、ビール電車ならではです。
野月さんも、上毛電鉄の車掌さんや運転手さんも交えて、参加
者の皆さんと鉄道トークに花を咲かせていました。
そんな当日のようすを、ほんの少しですがこちらにてお聴きいた
だけます。・・・・・・→ 「鉄音アワー」
(http://airplug.cocolog-nifty.com/bellz/2014/09/472-101-5a85.html)

今年ご乗車いただけなかった会員の皆さんも、来年はぜひご一
緒できるのを楽しみにしております！
（堀込聖美）

編集後記
上半期のトピックスといえば、やはりビール電車への野月さん同乗で
しょうか。ブラウン管越し（いまどきは「液晶越し」か）でしか拝見してい
なかった方と、同じ列車にゆられることになるとは。友の会の皆さんの人
脈の広さとつながりの深さに感服です。
つながりといえば、上電とＪＲ前橋駅を模型の世界でつないだ前高
鉄研さん。受賞おめでとうございます。私も前橋に働く一人として、皆さ
んの心意気が嬉しいです。写真は、この紙面でシェアさせていただきま
した。……どうにも私はアナログ人間ですね。（太田聡彦）
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