鉄道フェスタ２０１５
月 日 時～ 時／
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10 10

16 17

入場無料

ＪＲ水沢駅より徒歩 分

15

化会館」（Ｚホール）

岩手県奥州市「奥州市文

月１日 時～ 時

11 10

佐藤

私は﹁岩手鉄道模型仲間の

会﹂の会長で︑ＪＲ東日本の釜石営
はマイナーな趣味でしたが︑みんな

セクターの三陸鉄道で旅客サービス

冨手 岩手県の三陸海岸を走る第三

巨大レイアウトの
展示・運転会

が集まればもっと楽しくなるという

部長をやっております︒私は鉄道関

国会議員に聞いてもらったら何か役

しているようなことを︑鉄道出身の

まりですから︑仲間同士でいつも話

とにかく鉄道が好きな人たちの集

復興支援に協力していただくなどと

加しました︒その後︑震災があって

たこともあって入会の誘いを受け参

鉄道のイベントなどで知り合ってい

メインではなかったのですが︑三陸

て︑
所有されている車輌も多種多様で

す︒それで私はイベントではタカラ

トミーのプラレールを出展していま

す︒鉄道模型は高価で子どもたちの

こづかいで揃えるのはたいへんなの

24

成の列車が基本構成。子どもを対象に発売されたが生産が長期になるため大人のファンも多い。
③「モジュール」模型列車を走らせるための線路と情景を備えた運転施設（レイアウト）のうち、一定の規格にしたがって作られた
ボードをいう。いくつも連結することにより一つのレイアウトになる。収納・輸送・組立にすぐれる。
（次ページに続く）

業所の助役をしています︒鉄道模型

ことで﹁会﹂を立ち上げ今年で 年

立つこともあるのではないかという

ても感謝しています︒

係の趣味を幅広くやっていて模型が

ことで︑今日参加できる会員に来て

昆野 仕事は職業訓練施設の指導員

になります︒

もらいました︒どんな話になるかわ

乗るのが好きで︑何か鉄道のサーク

をしています︒小さい時から鉄道に

20

かりませんが︑自由に話していただ
ければと思います︒

ルがあればなとずっと思っていまし

た︒たまたま見た地方紙の夕刊に鉄

道模型の仲間を求める３行の呼びか

けを見たのが最初です︒鉄道模型の

運転会に参加して︑一人ではできな

い大きなレイアウトに感激しました︒

以来︑私も 年ほどになるでしょう
か︒

会員が 人ほどで︑皆さんすごく

15

25

１００円ショップのグッズだけで
作った遊園地のあるモジュール

佐藤徳代氏

岩手鉄道模型仲間の会
佐藤徳代（ＪＲ東日本）
冨手 淳（三陸鉄道）
昆野幹夫（職業訓練施設）
参議院議員 たしろかおる

﹁鉄道フェスタ﹂というイベントを

その彼ももう 歳ですね︵笑︶︒

佐藤 さいたま市の鉄道博物館で列

車の１日をやっていますが︑夜間運

転はあれと同じ発想です︒実は︑事

務局の高校生の発案でした︒以前の

フェスタで１日目が終わってみんな

で飲みに出かけたのですが︑彼は未

成年で行けなかったので暗くなった

会場で模型を走らせていたのですが︑

やってみたら﹁これは面白い﹂とい

うことになったんです︒

たしろ 新しい発想が生まれるって

そういうことですね︒イベントでは

山や田園風景や町並を作ると思いま

すが︑何日位前から準備をされてい

るのですか︒

佐藤 会場へは完成品を持ち込んで

組み立てるんです︒﹁モジュール﹂

と呼ばれる１２０センチ× センチ

トになり︑昨年は約５０００人が来

で行います︒地域に根差したイベン

月１日に奥州文化会館﹁Ｚホール﹂

冨手 昔のものは知りませんが︑今

佐藤 ４倍以上だと思います︒

のでしょうね︒

と比べると規模も大きくなっている

ショップのグッズだけを使ったレイ

昆野 そのモジュールに︑１００円

仕組みです︒

スに各自が何でも自由に作るという

格品で︑ボードの空いているスペー

のボードに線路３本がついている規

てくださいました︒会をつくるきっ

のレイアウトの大きさは半端じゃな

年前の小荷物扱い所の頃

かけになったのは︑１９９２年にＪ

白い︑みんなでやろう﹂と︑彼が事

それを見に来た高校生が﹁これは面

うの列車のようです︒

ます︒車両の照明が点いて︑ほんと

の照明を落として︑夜間運転もあり

アイデアだなと感心しました︒

信号機はチップＬＥＤにして︑すごい

佐藤 遊園地の入り口の前は道路で︑

アウトを作った方がいて︑その観覧
メートルくらいでしょうか︒部屋

務局となって会を立ち上げました︒

鉄道模型を展示運転したことでした︒

くて︑見るとビックリすると思いま

たしろ

60

Ｒ水沢駅１００周年を記念して︑水

やっています︒今年は 月 日と

40

車がとても見事ですよね︒

11

す︒Ｎゲージのものは メートル×

20

たしろかおる議員

沢駅の小荷物扱い所だったところで

31

で︑子どもが手にとれるようなオモ
チャのコーナーに展示しています︒
たしろ 本日は︑東北の鉄道ファン
の皆様から経験と知識に裏付けられ
た熱い思いをお伺いできるとのこと
で楽しみにしてまいりました︒運転
士出身のただ一人の国会議員の立場

月にかけての時期に

10

と鉄道を愛する一人として貴重な機
会と考えています︒よろしければ︑
皆様の会について少しご紹介をして
いただけないでしょうか︒
月から

15

模型マニア講座 ①「Ｎゲージ」レールの間隔が９ミリで縮尺1/148～1/160の鉄道模型規格の総称。小形模型のう
ち諸外国ではＨＯゲージ（軌間16.5ミリ・縮尺1/87）が主流だが日本ではＮゲージがもっとも普及している。
②「プラレール」タカラトミーが発売・販売している鉄道玩具。青いプラスチック製のレールの上を乾電池で走る３両編

2015.10

25
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東北の鉄道模型マニアが
たしろかおる参議院議員と
鉄道談義をしてみた（前編）
11

佐藤 岩手鉄道模型仲間の会は︑毎
年

10

には限りがあります︒それで︑橋げ

るとかなり大きいので︑線路の長さ
したが︑今は鉄道模型のみです︒プ

冨手 私も以前たくさん持っていま

わっていないのですか︒

レールも 歳ですね︒規格は昔と変

たしろ 私の生まれた年です︒プラ

すよね︒

は負けてないんだけどなあ︒

ると断念しました︒絶対︑東京のに

ラックを借りるなどの輸送費を考え

往復で５日間︑ボード運搬用のト

ルを東京まで運ぶのがたいへんで︒

佐藤 私も考えたのですが︑モジュー

いのですか︒

なった直後は︑お客さんの要請があ

冨手 １９８７年に国鉄からＪＲに

映っているのでしょうか︒

ると現在の鉄道の現状はどのように

いが伝わってきますが︑皆様から見

たしろ 鉄道に対する皆様の熱い思

たしろ 岩手の会はそこに出されな

たを何重にもして高く上げるという
ラレールの規格は変わっていません︒

冨手 私はＨＯゲージもやったんで

ればどんどん臨時列車を走らせると

年ですからいろいろ進化してるんで

ことをやっています︒ＮゲージもＨ
ただ︑動力は進歩していますし︑車

すがけっこう高いので︑今はＮゲー

いう感じで︑かなり走っていた時期

ローカル線は
﹁走る公民館﹂

Ｏゲージも平面で見せるので︑高い
輌の作りも細かくなっています︒

ジを集めています︒それも貨車にこ

実速度で走る
プラレールのリニア？

ものがあってもいいかなという思い
昆野 今度はリニアが出ましたから

佐藤 プラレールを少し軽く見ていた

ます︒

スのようなキャラクターものもあり

た︑ディズニーやきかんしゃトーマ

輌あり貨物ありといろいろです︒ま

ションに出ていました︒メーカーさ

にやっている国際鉄道模型コンベン

速い︒東京ビッグサイトで毎年８月

スピードで走らせるのでものすごく

です︒しかも実際の速度のスケール

佐藤 磁気で浮いて走るプラレール

ね︒

ないので運転会に持って行って走ら

になっています︒家では走らせられ

ね︒衣装ケースに突っ込んで山積み

冨手 いくらあるのかわかりません

のですか︒

たしろ 貨車でそんなに種類がある

ぐに買ってしまいます︒

だわっていて︑面白いのがあればす

のための余裕がなくなったのだと思

員効率化がかなり進み臨時列車運転

いったということがありました︒要

日数からＪ Ｒの要請で減らされて

の列車がありましたが︑当初の運転

ス・シーライナー﹂という夏季限定

と︑震災前まで走っていた﹁リア

がありました︒私の三陸鉄道でいう

昆野 プラレールはＮゲージに比べ

もあります︒

のですが︑昆野さんともう一人の展

んの新製品や鉄道模型のモデラーた

います︒

車種は新幹線あり地元の在来の車

示を見て﹁すごいな﹂と驚きましたね︒

せるんですが︑私の場合は車輌を集

では私たちの会が長くて安定的に

佐藤 たくさんあるんですが︑東北

あるのですか︒

でしょうね︒他にも同じような会は

きには何物にも代えがたいものなの

に持ち寄るというのは︑鉄道模型好

分身ともいえる作品を︑大きな会場

たしろ 会を作って運転会を企画し

くて列車の本数も増える傾向にあり

ますが︑首都圏では利用する人も多

昆野 私は利用者の側の意見になり

いう面があるんですが︒

な車種が増えて逆に面白くなったと

在来線はそうです︒新幹線はいろん

面白みは薄れていきますね︒とくに

すが︑そればかりだと鉄道としての

や採算性はやむをえないと思うので

私も鉄道の仕事ですから︑効率化

やっていると思います︒

めることが好きなんです︒

ちの作品がいっぱい並びます︒

駅や信号などの情景をつくりあげたプラレール

26

模型マニア講座 ④ 「ＪＲイーストパス」日本国外の観光客を対象にしたＪＲ東日本が発行するパス。定められた期間、
同社の鉄道・路線バス・モノレールが利用できる。ＪＲ全社にまたがるより高額のジャパンレールパスもある。

56

昆野 プラレールの発売が１９５９

昆野幹夫氏

イベントにたくさんの子どもたちが

思います︒その点で︑私たちの会の

好きになってもらうことが必要だと

という点では︑子どもたちに鉄道を

ただ︑地方で鉄道の利用を増やす

に子どもの数は減っています︒

比例しているのでしょうか︑明らか

Ｒの岩手県内の乗降数はこの 年で

私もデータを調べてみましたが︑Ｊ

ますが︑地方ではそうはいきません︒

ています︒

勤に変えた方がけっこういたと聞い

なって︑車通勤をやめて列車での通

だし︑なかなかいいじゃないか﹂と

さい﹂と試験的にやってみたら﹁楽

﹁ビールを出しますから乗ってくだ

立てて︑車で通勤をしている人に

の キロほどの区間に特別列車を仕

ようです︒大洗鹿島線の水戸と大洗

めて良さがわかったという人も多い

よね︒大人でも乗ってもらってはじ

力を伝える努力が大切です

触って︑乗ってもらって魅

たしろ 実際に列車を見て︑

しょうか︒

なってくれるのではないで

てもきっと鉄道の味方に

くれています︒大人になっ

もたちもとても熱心に見て

レールに集まってくる子ど

ほしいと思いますね︒プラ

ではないでしょうか︒

サービスが提供できれば喜ばれるの

してそのエリアを楽しめるような

る必要もない︒鉄道と自転車を利用

うに自転車を分解し輪行袋に収納す

持ち込むことは当たり前で日本のよ

ば︑ヨーロッパでは自転車を列車に

カル線がその核になります︒たとえ

方に観光客を呼び込むためにはロー

い仕組みを作る必要があります︒地

ですが︑利用者にとってわかりやす

舶そして飛行機等との連携が不可欠

ります︒併せてバスやタクシーや船

道が維持されていることが前提とな

国人観光客を呼び込むためには︑鉄

デンルートと呼ばれる地域以外に外

うになっています︒それらのゴール

の３割を各地方で分け合うというよ

富士山︑東京のコースが７割であと

たしろ おっしゃる通り大阪︑京都︑

冨手 ただ東北は３パーセントです︒

どうかで地価の下落を招くという可

と現実的な話をすると廃線になるか

い貴重なものです︒あるいは︑もっ

間という機能は︑お金に代えられな

のです︒このような社会的な公共空

とっている︑情報交換の場でもある

たちが乗ってコミュニケーションを

る公民館﹂です︒毎日同じような人

ると述べられています︒まさに﹁走

くて︑列車内の空間は公共空間であ

ローカル線は単なる移動手段ではな

す︒関西大学の宇都宮浄人教授は︑

路線が維持されていることが重要で

は︑公共交通が必要であり特に鉄道

たしろ 子どもやお年寄りにとって

ています︒

形で子どもに伝えてあげたいと感じ

大事なものがあることを︑何らかの

います︒でも︑少し不便だけれども

由な時間で移動できるようになって

になびいて︑自家用車なら自分の自

るんです︒ほんとうに毎日でよく見

ひかれて毎日列車の走るのを見てい

が︑おじいさんやおばあさんに手を

る頃になると３歳くらいの男の子

鉄道を利用していますが︑夕方の帰

んじゃないでしょうか︒私は通勤に

来てもらうことは大きな意味がある

うための官民が連携した取り組みが

この人たちを呼び込み利用してもら

の１︑２年爆発的に増えています︒

一つです︒それと外国人観光客がこ

での︑いくつかの柱のうちの重要な

たサービスは鉄道の復権を考える上

りませんが︑地域に根ざした密着し

そういうことだけでは十分ではあ

ました︒１日に数本しかありません

でも必要なときにはバスを使ってい

便があまり良くなかったのですが︑

昆野 私の育った環境は公共交通の

たしろ 私も賛成ですね︒

けど︵笑︶︒

に組み込んでもらえるといいんです

冨手 三陸鉄道もＪＲイーストパス

あるということですね︒

道の収支だけでは計れないところが

きました︒笑い話のようですが︑鉄

でプラスマイナスゼロになったと聞

したが︑路線価が下がって市の収支

にお金がかかりすぎると廃止されま

冨手 兵庫の三木鉄道が赤字補てん

能性もあります︒

１割くらい減っています︒人口減に

飽きないなと思うんですが︑子ども

でしたが︒大人になって便利なもの

︵続く︶

求められています︒
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冨手淳氏

14

10

たちのこういう気持ちを大切にして

東北の鉄道模型マニアが
たしろかおる参議院議員と鉄道談義をしてみた

