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あけまして おめでとう ございます
昨2020年は埼玉サークル発足50年の記念すべき年だったのですが、新型コロナウイルス感染拡大に
より残念ながら記念例会を除いて記念の行事が開催できませんでした。新型コロナウイルスが早く収
束することを祈るばかりです。
今年もよろしくお願いいたします。
■発足51周年記念例会(２月例会)
２月例会を発足51周年記念例会として開催します。ただ新型コロナウイルスは収束の兆しがみえま
せんので、残念ながら今回は規模を縮小しての開催を予定しています。
詳しくは埼玉サークルホームページからご案内いたします。
日
会

時
場

２月11日(木･祝) 13:30～16:50
武蔵浦和コミュニティセンター 第７集会室

■月例会の予定
３月９日(火)､４月13日(火) 19:00～21:10

浦和コミュニティセンター 第４集会室

参加費:200円

(JR浦和駅東口駅前 浦和PARCOコムナ－レ10階)

■12月例会報告
12月8日(火) 浦和コミュニティセンター 第４集会室 19:00～21:10 参加 7名
情 報 交 換 わたらせ渓谷鐵道桐生ｰ間藤間全17駅で2/28まで各駅イルミネーション開催中｡普通列車上下各3本
に愛称｢わたらせ渓谷イルミネーション号｣(普通車両､予約不要)を付け運転｡運転経歴証明書を提
示すると本人のみ普通運賃が5割引になる。6/18東武伊勢崎線浅草ｰとうきょうスカイツリー間の
隅田川橋梁南側に､墨田区と東武鉄道が歩道橋｢すみだリバーウォーク｣(通路幅2.5m､延長約160m､
通行無料､7ｰ22時)を開通した｡
JR東日本の広報誌｢JR EAST｣が掲載記事の不正発覚により昨年7月号を最後に休刊となっている。JR
鶴見線が10/28で開業90周年を迎えた。新型コロナウイルス感染拡大防止でオンラインの催し(月曜
シネサロン＆トーク､運輸総合研究所シンポジウム､交通安全環境研究所50周年記念講演会､等々)
が増えている。さいたま市内図書館4館で歴史的音源(れきおん)､例えばフランク永井の｢恋のビジネ
ス特急｣等が聴くことができる。秩父鉄道創立120周年記念映画｢茶子の駅員物語｣(YouTubeで公開
中)が映文連アワード2020の部門優秀賞を受賞｡
JR貨物が日経広告賞の自動車･運輸･輸送部門最優秀賞を2年連続して受賞｡ 他
映
像 地下鉄開発時代、IKE BUS･東京BRT
頒 布 資 料 PALETTE(12月)、おかげさまで開業90周年!鶴見線ガイドブック、さいたま来ぶらり通信(第44号)、他
パンフレット類

■忘年会2020 報告
12月19日(土) 武蔵浦和コミュニティセンター 第６集会室 13:30～16:50 参加11名
お菓子(銚子電鉄ぬれ煎餅)を提供
情 報 交 換 12/23-1/8｢鉄道のまち大宮ミュージアム｣が大宮図書館で開催され
る｡→新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
わたらせ渓谷鐵道でC型硬券を含む｢上州鉄道3むすめ記念乗車券セ
ット(わ鐵版)｣(乗車券としては無効､コレクション用)が発売さ
れている｡
ニューシャトルで11/14埼玉県民の日に1050系52編成が終日運転さ
れた｡また､伊奈町町制施行50周年記念で2000系05編成が記念ラ
ッピング､他の13編成にヘッドマークが掲出された。新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため鉄道各社が大晦日の終夜運転を中止した｡ 他
映
像 ニューシャトル、東北の鉄道･ひたちBRT･箱根登山鉄道、IKE BUS･すみだリバーウォーク
頒 布 資 料 鉄道のまち大宮ミュージアム、JR四国ニュース(11月)(12月)、四国まんなか千年ものがたり、四国
ぐるっと観光列車(2020年9月ｰ2021年3月)、川越線開業80周年、IKE BUS、銚子電鉄CDK、銚子電鉄全
駅時刻表(令2.3.14改正)、会津線時刻表(令2.6.6改正)、他パンフレット類

■ 7日に緊急事態宣言が埼玉県他4都県に再発令され､特に20時以降の外出自粛が要請されていますが､前回発令時の
ような緊張感に欠ける気がしてしようがありません｡収束に向かえればよいのですが｡長丁場にならないことを祈る
ばかりです｡
今夏には東京で57年振りにオリンピックが開催され､聖火リレーも延期前と同様に実施されるそうで､一昨年12月
に発表された聖火リレールートでは鉄道も多く活用されることになっていましたが､いかがなりますでしょうか｡
本年もよろしくお願いいたします｡(F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています
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鉄道友の会埼玉サークルは 発足51周年 を迎えました
昨2020年2月に発足50年を迎えた埼玉サークル。新型コロナウイルスに翻弄されて早１年が過ぎ、発
足51年を迎えました。しかし、新型コロナウイルスが収束する兆しはみえず、今月例会は発足51周年
記念例会を予定しておりましたが、大変残念ながら緊急事態宣言が再発令され、さらに１か月延長と
なって会場の武蔵浦和コミュニティセンターが原則休館になり、オンラインでの開催となりました。
恒例の記念講演、鉄道グッズが当たる抽選会も中止とせざるを得ませんでした。
楽しみにされていた皆さまにお詫び申しあげます。
■月例会の予定
３月９日(火)､４月13日(火)､５月11日(火) 19:00～21:10 浦和コミュニティセンター 第４集会室
(JR浦和駅東口駅前 浦和PARCOコムナ－レ10階) 参加費 200円
新型コロナウイルス感染拡大の状況により開催形態を変更することがあります｡

■１月例会報告
1月9日(土) 武蔵浦和コミュニティセンター 第６集会室 13:30～16:50

参加12名

情 報 交 換

1/4秋田臨海鉄道で除雪作業で秋田港駅から向浜駅に向け臨時運転の機関車DE101251が踏切で線路
上の雪により脱線､1/7にはJR只見線会津柳津駅構内で除雪車が脱線してホームに乗り上げ､と除
雪中の脱線が相次いだ｡
2019.10/13台風19号による千曲川橋梁崩落で上田ｰ城下間バス代行運行の上田電鉄別所線が3/28全線
開通の予定｡
糸魚川駅アルプス口に東洋活性白土の蒸機2号機｢くろひめ号｣が外装補修を終え展示されている他､
駅構内の糸魚川ジオステーション ジオパルにはJR大糸線
を走ったｷﾊ52156が展示､同駅近くの糸魚川小学校には大
糸線で活躍した蒸機C1288が保存展示されている｡
2022年度から都営三田線に2000年以来22年ぶりの新車6500
形8両13編成が投入され6300形が置換えられる｡試験調
整等のため昨年11月に8両1編成が搬入されている｡
2/13から秩父鉄道で1年2か月ぶりにSLパレオエクスプレス
が全車指定席(秩父鉄道SL予約システムからの要事前予
約)で運行が再開される｡ 他
映
像 日本初の地下鉄建設･鉄道ファンの年賀状2021、芳賀･宇都宮LRT･銚子電鉄･JR水郡線の今･JR小海線
･しなの鉄道･上田電鉄、デジタルスタンプラリー｢JR東日本スーパーマリオスタンプラリー｣で巡っ
た駅
頒 布 資 料 京成らいん(1･2月)、Natts(1月)、東武アーバンパークライン幸せスタンプめぐり、かんとうみんてつ
スタンプラリー 埼玉･群馬･栃木･茨城エリア、糸魚川ジオステーション ジオパル、南予観光型MaaS実
証実験 デジタルフリーパスデビュー!、志国土佐 時代の夜明けのものがたりきっぷ、四国水族館きっ
ぷ、他パンフレット類

■ 先月埼玉県他4都県に再発令された緊急事態宣言は11都府県に拡大し､さらに10都府県で1か月延長されました｡
｢コロナ禍はなほ続くのか丑年の日々をゆるりと生くるほかなし｣と詠んだのは栗木京子さん｡外出自粛も高齢者は家
にこもっていると心身の機能が低下し､加齢で心身の調子が崩れるフレイル(虚弱)になってしまいます｡東京都健康
長寿医療センターが､体操､たんぱく質摂取､水分補給､交流､日付確認､健康管理の組合せを提案しています｡自分の健
康は自分で守るという意識が大切のようです｡
私たちはこのウイルスに対してオンラインという新たな武器を手に入れました｡今後の感染拡大に対しても月例
会は開催を中止することなくオンラインで代替開催します｡月例会終了後に行っていた懇親会は会食自粛要請により
昨年6月から既にオンラインで継続的に開催しています｡でも､ポール･アンカが1961年に歌った｢電話でキッス｣､我が
国ではダニー飯田とパラダイス･キングが歌いヒットしましたが､その歌詞は｢今日はどうしてあの娘と逢えないんだ
ろう それじゃチリリンと電話でもしようよ ･･ やっぱりね 電話じゃものたりない 電話じゃ駄目｣(漣健児 詞)とま
るでコロナ禍の今を思わせます｡オンライン全盛ですが､本音はやっぱりオンラインじゃものたりない｡(F)
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■月例会の予定
４月13日(火)､５月11日(火)､６月８日(火) 19:00～21:10 浦和コミュニティセンター 第４集会室
(JR浦和駅東口駅前 浦和PARCOコムナ－レ10階)

参加費 200円

新型コロナウイルス感染拡大の状況により開催形態を変更することがあります｡鉄道友の会および埼玉サークル
のホームページで最新の情報をご確認のうえご参加ください。

■２月例会報告
2月11日(木･祝) オンライン Zoom 13:30～16:50
情 報 交 換

参加 7名

3/13JR東日本ダイヤ改正で東北線の通勤快速が快速ラビットに統一､湘南新宿ライン快速を含め東
大宮､蓮田停車､高崎線の通勤快速も快速アーバンに統一､上尾､桶川停車となる。3/12全列車通過
のJR奥羽本線赤岩駅が廃止される。秩父鉄道が2022年3月以降にICカード乗車券システムの導入
を発表｡
3/13からJR東日本･JR東海･JR西日本各社のICサ
ービスエリアをまたがる在来線IC定期券が購
入できるようになる。JR東日本のｷﾊ40系はジ
ョイフルトレインを除き3月ダイヤ改正で運
用終了の予定。3/13JR七尾線の415系800番台
と413系が521系の投入で引退する。東武春日
部駅付近連続立体交差事業(高架化延長伊勢
崎線1.4km､野田線1.5kmの約2.9km､10か所の
踏切除却)が開始されている。東武野田線七里駅橋上駅舎化･南北自由通路整備工事が来年度に着
工し2023年度完成の予定｡
10月から足尾地域を運行する日光市営バスに､わたらせ渓谷鐵道の車両をイメージした塗色の新車
(日野ポンチョ､立席込32人乗)1台が導入されている。乗降客数が1日50人弱のJR音威子府駅で1日
200食近く出る日もあったが休業中だった駅そば｢常盤軒｣の店主が亡くなり閉店となった。JR東
海道本線の大船ｰ藤沢間に新駅(仮称:村岡新駅)が設置される｡2032年ごろの開業予定で整備費は
想定150億円､費用負担は神奈川県30.0%､藤沢市･鎌倉市が各27.5%､JR東日本15.0%｡
4/22桜木町駅と新港ふ頭とを結ぶロープウェイ｢YOKOHAMA AIR CABIN｣(全長:約630ｍ､最大高さ:約40
ｍ､ゴンドラ数:36基､ゴンドラ定員:8名､所要時間:片道約5分､運賃:大人1000円･子ども500円)が
開業する｡

映

像

他

物故会員の映像･米原駅･近江鉄道、井原鉄道を訪ねて

■ 残念ながら今月例会も新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の更なる2週間延長でオンライン開催
となりました｡やっと一部でワクチン接種も始まりましたが､ウイルス側は変異で対抗してきており戦いはまだまだ
先の長いものになりそうです｡
先月例会は､本来発足51周年記念例会としての開催を予定していましたが､緊急事態宣言の1か月延長により､会場
が原則休館となって敢え無く打ち砕かれオンライン開催とせざるを得ませんでした｡記念講演も鉄道グッズプレゼン
トも無念ですが中止となりました｡
歌人の穂村 弘さんは｢人生とは数十年に時間を引き延ばされたルール不明の特別試合なのだ｡ゲームセットの笛
が鳴った時､どんな気持ちになるのか想像もつかない｡勝ったのか負けたのか､誰にもわからないだろう｡｣(夕刊読売
新聞3月2日)といわれています｡私もゲームセットが迫ってきていることを感じつつ､さらに新型コロナウイルスに残
り時間を奪われないよう地道に感染防止に努め､めげずに頑張っていくしかないかと思っています｡(F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています
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■月例会の予定
５月11日(火)､６月８日(火)､７月13日(火) 19:00～21:10 浦和コミュニティセンター 第４集会室
(JR浦和駅東口駅前 浦和PARCOコムナ－レ10階)

参加費 200円

新型コロナウイルス感染状況により開催形態を変更することがあります｡鉄道友の会および埼玉サークルのホー
ムページで最新の情報をご確認のうえご参加ください。

■埼玉サークル2021年度事業計画(案)について
新型コロナウイルス収束の目処がつかないため月例会開催の提案とさせていただきます
毎月1回 開催(原則第2火曜日夜間｡新型コロナウイルス感染状況によりオンライン開催)

月例会

8月･10月･2022年1月･2月(発足52周年記念例会)は休日午後開催の予定
行

事

新型コロナウイルス感染状況により随時企画とします

会

議

幹事会 毎月1回 開催(12月を除く｡新型コロナウイルス感染状況によりオンライン開催)

■３月例会報告
3月9日(火) オンライン Zoom 19:00～21:10
情 報 交 換

参加 6名

毎年JR東日本東京工事事務所と東京電気システム開発工事事務所が開催している｢鉄道技術フォー
ラム｣が､今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め､2/25ｰ3/10にオンラインで開催されている｡
静岡鉄道でA3000形の導入により､1000形が軌間(1067mm)､電
気(架線･直流600V)が共通の熊本電鉄へ1009編成(ｸﾓﾊ1009+
ｸﾊ1509)が､えちぜん鉄道へ1010編成(ｸﾓﾊ1010+ｸﾊ1510)が譲
渡される｡

映

像

他

RAILFAN No.316｢埼玉サークル発足10周年記念特集｣1980-3･No.330｢東京支部埼玉サークル発足10周
年記念 第3回 埼玉の鉄道展 誌上再現｣1981-5

■ 新年度になりましたが､新型コロナウイルス感染症の収束は見通せず､第4波の到来も囁かれています｡埼玉サーク
ルも前年度の月例会は2回中止､オンライン開催が3回､行事も忘年会以外はすべて中止となり活動に大きな支障を受
けました｡ワクチン接種が進むことを祈りつつ､いま少しの忍耐が必要のようです｡
先月11日で東日本大震災から10年を迎えました｡しかし､10年も経つのに未だ避難している人が4万人以上にのぼ
り､先の大戦で310万人が犠牲となり日本中の主要都市が空襲で灰塵と化しても10年で立直り､1956年度(昭和31年度)
の経済白書で当時の経済企画庁が｢もはや戦後ではない｣と宣言したことに比べ､余りにも復興が遅いことに残念な思
いです｡
月例会や行事の終了後の懇親会で長い間お世話になりました浦和区仲町の居酒屋｢ばすぼーい｣のマスター星野敏
男さんが先月11日に亡くなられました｡今も続くコロナ禍で会食の自粛要請もあって､残念ながら懇親会の開催が困
難になっていた矢先､マスターの体調が良くないと聞いて心配していました｡享年69歳｡謹んでご冥福をお祈りいたし
ます｡合掌 (F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています
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半世紀を超えた埼玉サークル(1)

http://tetosa1970.g1.xrea.com/
昨2020年に東京で56年ぶりにオリンピックが開催されるはずでしたが､新型コロナウイルス感染症の拡大で1年延期となってし
まいました。埼玉サークルも昨年発足50年を迎えましたが､2月の発足50周年記念例会開催後は､残念ながら記念行事は中止や延期

今月例会は開催時刻を繰り上げさせていただきました

とせざるを得なくなりました。
紙面に余裕があるときに､半世紀にわたる埼玉サークルの歴史をご紹介したいと思います｡

さいたま市への｢まん延防止等重点措置｣の適用に伴い、コミュニティセンターの夜間利用が20時ま
でとなりましたので、今月例会は開催時刻を18:00～20:00に繰上げさせていただきました。

埼玉サークルの創立･発展に係わられた方々
埼玉県にも鉄道友の会の組織をと1970年(昭和45年)2月に､第1回例会を浦和市(現 さいたま市浦和区)の母子

■月例会の予定

福祉会館で開催した埼玉サークル。その創立から発展に係わられた方々を偲びます｡

６月８日(火)､７月13日(火) 19:00～21:10 浦和コミュニティセンター 第４集会室
(JR浦和駅東口駅前 浦和PARCOコムナ－レ10階)

参加費 200円

新型コロナウイルス感染状況により開催形態を変更することがあります｡鉄道友の会および埼玉サークルのホー
ムページで最新の情報をご確認のうえご参加ください。

野中純爾さん(1943-2007)
埼玉サークルを発足させようと提案､行動され､初代の埼玉サークル東京支部
委員を務められました｡
例会の司会に､見学会の案内にと大活躍されていた姿をご記憶の方もおられ
ると思います｡

■８月例会は開催日時を変更します

毀誉褒貶相半ばする人ではありましたが､この人がいなければ埼玉サークル

８月例会は 日時を変更して 祝日(山の日)午後の開催とします。お間違いのないようご注意く

はなかったかもしれません｡

ださい。
ヨシダシズオさん(1908-1997)

日

時

８月11日(水･祝) 13：30～16：50

会

場

浦和 コミュニティセンター 第９集会室

会での資料配付､会報の発行､暑中見舞い･年賀状を兼ねた行事案内はがきの送

200円

付､節目ごとの展示会｢埼玉の鉄道展｣の開催､｢テトサ｣というサークルの愛称等

参加費

野中さんの呼びかけに応え､埼玉サークル発足にあたり初代代表として､月例

々､今に続く埼玉サークルの運営スタイルの基礎を築かれました。
また､片仮名による横書きの普及を目指したカナモジカイの会員としても活

■４月例会報告
4月13日(火) 浦和コミュニティセンター 第４集会室 19:00～21:00
情 報 交 換

議
事
映
像
頒 布 資 料

参加 8名

3/27JR水郡線が2019年10/13台風19号により流失した第6久慈川橋りょう(袋田ｰ常陸大子)の復旧に
より全線で運転再開され､常陸大子駅で記念に乗車券を購入したら｢全線運転再開｣の文字入りタ
トウに入れてくれた。3/28上田電鉄別所線が2019年10/13台風19号により崩落した千曲川橋りょ
う(上田-城下)の復旧で全線開通した｡
大宮図書館で5/9開館2周年イベント｢鉄道落語｣､5/29講座｢大宮駅のあゆみ｣(いずれも要事前申込)が開
催される。JR東日本･都営交通･東京メトロの首都圏496駅で､子ども(小学生･中学生･高校生)がSui
caまたはPASMOで駅の自動改札機を通過すると保護者に通知が届く｢まもレール｣サービスの利用
対象が､｢シニア｣(65歳以上)と｢障害をお持ちの方｣(19歳以上)に拡大された｡
JR東日本のSuica利用エリアが2023年春以降に､秋田､青森､盛岡エリア44駅に拡大される｡従来自動改
札機にあったSuica主要機能をセンターサーバに集約した改札システムが導入予定｡
5/20ｰ25第3回鉄道アートサロン写真展が池袋｢ギャラリー路草｣で開催される｡ 他
2021年度 埼玉サークル事業計画案 承認
3/27JR水郡線全線運転再開･3/28上田電鉄別所線全線開通、国鉄山陽本線1972年1月6日
PALETTE(1月)(3月)、SUBWAY NEWS LETTER(2021.1 vol.17)、2021.3.13ダイヤ改正(JR東日本)、鉄道落
語(大宮図書館開館2周年イベント)、大宮駅のあゆみ(大宮図書館講座)、START新しい東海道線特急 ご
利用ガイド ｢湘南｣デビュー&｢踊り子｣リニューアル、まもレール、他パンフレット類

■埼玉サークル オンライン懇親会
新型コロナウイルス感染原因の一つに会食があげられており、埼玉サークルでも感染防止のため例
会終了後の懇親会の開催を控えています。その代替として週末土曜日の夜間にオンラインZoomで懇親
会を開催しています。日時や参加方法等の詳細は埼玉サークルホームページの掲示板でご案内してい
ます。
ご参加にはパソコン(カメラ､マイクが必要)またはスマホやタブレット等が必要ですが、皆さまのご
参加をお待ちしています。

躍され､月例会でカナモジの出席記念券を毎月配付されていたことが懐かしく
思い出されます。

伊藤明世さん(1920-1984)
ヨシダさんの次の埼玉サークル代表として活躍されました。
埼玉県内の鉄道史研究をライフワークとし､サークル月例会の内容充実､5周
年記念の｢第2回 埼玉の鉄道展｣開催を陣頭指揮され､サークルの発展に大きな
貢献をされました。
また､鉄道友の会東京支部内の地域サークルの発展充実にも情熱を傾けられ
ました。

■ 埼玉県への｢まん延防止等重点措置｣が､緊急事態宣言の延長と6都府県への拡大に合わせ今月末まで延長されるこ
ととなり､我慢の日々が続きます｡先月26日には新型コロナウイルス感染症による国内の死者が遂に1万人を超え､こ
れは年間の交通事故死者数(2020年2839人 警察庁)の3.5倍に達します｡国が言わないことにした｢まんぼう｣なる言葉
を､最近またテレビで聴くようになり､危機感の薄れを感じます｡先の大戦中､空襲警報を｢くうけい｣とは言わなかっ
たし､まだ緊急事態宣言を｢きんせん｣と軽く言わないのがせめてもの救いでしょうか｡
JR西川口駅のホームで先月25日17時過ぎに､185系で運転された9544M快速｢あしかが大藤まつり4号｣を撮影中の鉄
道ファン同士のトラブルで､男子中学生が19歳の少年に押し倒され頭を打って重症を負うという事件がありました｡
私が鉄道の写真を撮り始めてからもう半世紀を過ぎましたが､所詮私たちが入手した情報で撮りに行く写真などは､
趣味誌に綺麗に撮られたものがちゃんと掲載されます｡だから｢私が､あなたが､無理をしてまで写真を撮ってどうす
るの｣とずっと思ってきました｡趣味は楽しんでやらなくちゃ｡(F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています

鉄道友の会東京支部

埼玉サークルだより
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今月例会も開催時刻を繰り上げさせていただきます
さいたま市への｢まん延防止等重点措置｣の今月20日までの延長により、コミュニティセンターの夜
間利用が20時までとなりましたので、今月例会も開催時刻を 18:00～20:00 に繰上げさせていただき
ます。
■月例会の予定
７月13日(火) 19:00～21:10 浦和コミュニティセンター 第４集会室
(JR浦和駅東口駅前 浦和PARCOコムナ－レ10階)

埼玉サークル
ホームページ

参加費 200円

新型コロナウイルス感染状況により開催形態を変更することがあります｡鉄道友の会および埼玉サークルのホー
ムページで最新の情報をご確認のうえご参加ください。

■８月例会は開催日時を変更します
８月例会は 日時を変更して 祝日(山の日)午後の 開催とします。ご注意 ください。
日

時

８月11日(水 ･祝) 13：30～16：50

会

場

浦和 コミュニティセンター 第９集会室

参加費

200円

■５月例会報告
5月11日(火) 浦和コミュニティセンター 第４集会室 18:00～20:00

参加 7名

情 報 交 換

JR東日本は現在440駅に設けている｢みどりの窓口｣を､経営の効率化などを目指し2025年までに7割
削減して140駅程度に集約する｡
富士急行が100%出資子会社｢富士山麓電気鉄道｣を新設し､来年4月をめどに会社分割により鉄道事業
を分社化する｡
東京都営地下鉄5500形はまだ成田スカイアクセス線への乗り入れが実現していない｡ 他

議
事
映
像
頒 布 資 料

2020年度 埼玉サークル決算報告 承認
さいたま新都心にみる大宮操車場の記憶、JR上越線･JR只見線･箱根登山鉄道
Train Library(第24号)

■オンラインで懇親会を開催しています
新型コロナウイルスは変異により感染力を強化して感染拡大を続けています。会食の自粛が要請さ
れており、埼玉サークルでも感染防止のため例会終了後の懇親会を控えています。その代替として週
末土曜日の夜(今月は12日)にオンラインZoomによる懇親会を開催しています。参加方法等の詳細は埼
玉サークルホームページの掲示板でご案内しています。
ご参加にはパソコン(カメラとマイクが必要です)またはスマホやタブレット等が必要ですが、多く
の皆さまのご参加をお待ちしています。
■ 新型コロナウイルスのワクチン接種が先進国中最下位ながら､ようやく来月末までには高齢者へは目処が尽きそ
うで､少しは先が見えてきたのでしょうか｡
先月のこの欄に書きましたJR西川口駅ホームでの鉄道ファン同士の傷害事件が､6日の読売新聞の社説に｢趣味の
撮影｣として取り上げられていました｡｢鉄道は公共交通機関である｡無分別な行動は､運行に支障を来し､ホームから
の転落や列車との接触事故を招きかねない｡ファンは､行動の過熱が自らの首を絞めるのに等しいことを強く自覚す
べきだ｡｣と｡電車の写真を撮ることが｢撮り鉄｣として広く社会に認知されていることは､60年近く前の私の子ども時
代には考えられないことでしたが､残念ながら鉄道ファンの評価は押し並べて決してよくはありません｡新聞にまで
言われるのは情け無いことです｡(F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています

鉄道友の会東京支部

埼玉サークルだより
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■６月例会報告
6月8日(火) 浦和コミュニティセンター 第４集会室 18:00～20:00

また今月例会も開催時刻を繰り上げさせていただきます

情 報 交 換

参加 7名

カメラ雑誌CAPA6月号のCAPA写真家列伝に｢宮澤孝一さんの功績に迫る｣が掲載されている｡
2008年12月に全線廃止となった高千穂鉄道(旧国鉄高千穂線)の旧綱ノ瀬橋りょうと旧第3五ケ瀬川橋
りょう､信楽高原鐵道の第一大戸川橋梁が重要文化財に指定された。雑誌デジタルカメラマガジ

さいたま市への｢まん延防止等重点措置｣が8月22日まで延長されたことで、コミュニティセンターの

ン6月号が特集｢誰かに伝えたい 鉄道風景｣､JTB時刻表6月号のグラビアが｢はじめての鉄道模型｣｡

夜間利用が20時までとなりましたので、今月例会も開催時刻を 18:00～20:00 に繰上げとさせていた

上田市の沓掛酒造が､上田電鉄別所線の千曲川橋梁(2019年10月台風19号により一部が崩落)の3月28

だきます。

日復旧を記念して日本酒｢千曲川橋梁復旧祝い酒｣(720ml､税込1980円)を限定1000本で発売してい
る｡ラベルには祝別所線全線開通ロゴが､巻紙に1924年(大正13年)当時の千曲川橋梁の設計図が使

なお、月例会は 新型コロナウイルスの感染状況により 今後も 開催の変更をすること

われている｡

がございます。ご参加にあたっては鉄道友の会および埼玉サークルのホームページ等
で最新の情報のご確認をお願いいたします。

埼玉サークル
ホームページ

映
像
頒 布 資 料

また、大変残念なことですが、今夏も恒例の納涼旅行会は中止とせざるを得ませんでした。ワク

他

新型コロナウイルス感染拡大下における米国の交通機関支援
START! New通勤Style(JR東日本)、さいたま市東京2020オリンピック聖火リレー開催のお知らせ、
あしかがフラワーパーク

チン接種の進捗で一刻も早い新型コロナウイルス感染症の収束を祈るばかりです。
■オンライン懇親会のご案内

■８月例会は開催日時を再変更します

新型コロナウイルス感染拡大防止のため会食の自粛が要請されています。埼玉サークルでも例会終

８月例会は 日時と会場を再変更し 振替休日の午後の

了後の懇親会の開催を控えており、その代替として週末土曜日の夜(今月は17日と31日)にオンライン

開催とします。お間違いのないようご注意ください。

Zoomによる懇親会を開催しています。参加方法等の詳細は埼玉サークルホームページの掲示板をご覧

日

時

８月９日(月･振替休日) 13：30～16：50

会

場

下落合 コミュニティセンター 第２集会室

ください。
パソコン(カメラとマイクが必要です)またはスマホやタブレット等が必要ですが、皆さまのご参加
をお待ちしています。

(JR与野駅西口下車徒歩2分 スカイレジデンシャルタワーズ
ノースウィング4階）

参加費

■ さいたま市での聖火リレーが先週8日に予定されていましたが､さいたま市が｢まん延防止等重点措置区域｣に指定

200円

されていることから､公道での聖火リレーは中止となってしまいました｡57年前の1964年(昭和39年)に旧中仙道に聖

中止となりました昨年3月の｢埼玉サークル50周年記念

火リレーを見に行き､トーチからかなりの白煙がたちのぼっていたことを今も鮮明に憶えています｡さらに感染拡大

鉄道映像をみる会｣で上映を予定していました､50年前の

により東京都への4度目の緊急事態宣言が発令され､オリンピックも1都3県ではすべて無観客となりました｡憎っくき
新型コロナウイルス！｡

1970年に製作された鉄道をモチーフとした長編映画を上映します。

JR四国が､今月10日と11日に同社多度津工場の大規模な設備更新にともない取り壊しが予定されている登録有形
文化財の建物(明治21年建築の現役作業場｢職場15号｣､現在も社員食堂として使われている旧西条海軍航空隊格納庫

■月例会の予定
９月14日(火) 19:00～21:10

を昭和23年に移築した｢会食所1号｣他7棟)を公開するツアーを行いました｡

浦和コミュニティセンター 第４集会室

参加費:200円

登録有形文化財(建造物)の登録制度は､近年の国土開発や都市計画の進展､生活様式の変化等により､社会的評価
を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承してい
くため､1996年10月1日施行の文化財保護法の一部を改正する法律により作られたもので､従来の指定制度のように重

■10月例会も開催日時を変更します

要なものを厳選して許可制等の強い規制と手厚い保護を行うものではなく､届出制と指導･助言等を基本とする緩や
かな保護措置です｡

10月例会も 日時と会場を変更して 日曜日午後の開催としま
す。こちらもお間違いのないようご注意ください。

そのため解体などの現状変更も､その30日前までに届出れば､文化審議会への諮問･答申や官報告示などの手続き
を経て､登録が抹消されます｡既に解体等による登録抹消は202件(2019年12月5日現在)に上っています｡残念なことで
すが｡(F)

日

時

10月10日(日) 13：30～16：50

会

場

与野本町 コミュニティセンター 視聴覚室兼会議室
(JR与野本町駅西口下車徒歩3分）

参加費

200円

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています

鉄道友の会東京支部

埼玉サークルだより
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残暑お 見舞い申しあげま す
本日は、昨年3月に中止となりました｢埼玉サークル50周年記念 鉄 道映像 をみ る会｣で の上映を予
定していた51年前の1970年に製作された鉄道をモチーフとした長編映画を上映しま
す。ごゆっくりお楽しみください。
埼玉サークル
ホームページ

■月例会の予定
９月14日(火)､11月９日(火)19:00～21:10

浦和コミュニティセンター 第４集会室 参加費:200円
(JR浦和駅東口駅前 浦和PARCOコムナ－レ10階)

■10月例会は開催日時を変更します
10月例会は 日時と会場 を変更して 日曜日午後の 開催としま
す。お間違いのないようご注意ください。
日
会

時
場

10月10日(日 ) 13：30～16：50
与野本町 コミュニティセンター 視聴覚室兼会議室
(JR与野本町駅西口下車徒歩3分）

200円

参加費

■７月例会報告
7月13日(火) 浦和コミュニティセンター 第４集会室 18:00～20:00
情 報 交 換

映

参加 6名

7/7東京オリンピックの聖火リレーで､聖火は秩父市でランタンに移され､秩父鉄道の五輪カラーの
電機5両が牽く臨時列車(デキ506(赤)+デキ505(緑)+デキ201(黒)+デキ502(黄)+デキ302(青)+12系
客車4両)にリレーランナーとともに乗車､秩父から親鼻まで運ばれ､親鼻から聖火は観光船｢長瀞
ラインくだり｣へ､列車は長瀞まで回送後｢電気機関車5重連牽引で行く12系客車乗車&撮影会ツア
ー｣として武川まで運行され､同駅構内で撮影会が行われた。東京オリンピックが1都3県他で無観
客となり､JR東日本は首都圏21線区の終電以降の臨時列車､1都3県および茨城県の競技会場で設定
していた在来線臨時列車､宮城スタジアムでの競技後に設定していた東北新幹線臨時列車(話題に
なった夜行新幹線やまびこ422号(仙台0:45､東京4:20)も含む)の運転を取りやめた｡
7/15ｰ26オリンパスギャラリー東京(新宿駅西口地下改札口5分 エステック情報ビル)で火車撮影家集
団写真展｢世界の線路端からⅣ｣(入場無料)が開催される。建設中の芳賀･宇都宮LRTが､LRT市民応
援団｢teamNEXT｣のメンバーを募集中で､参加者にはメンバーグッズとしてリストバンドと缶バッ
ジ､情報発信ツールとして｢PROJECT"NEXT"｣｢LRT START BOOK｣がプレゼントされる｡
6/14-7/16東北･北海道新幹線はやぶさ号全編成･全区間で､1号車がWEB会議や電話もできるリモート
ワーク推奨車両として自由に利用できる｡ 他

像

今日の月例会に参加するまでに乗ってきた交通機関、JR中央線･JR武蔵野線･JR信越線･上田電鉄･し
なの鉄道･芳賀･宇都宮LRT 他
頒 布 資 料 PALETTE(6月)、新幹線でリモートワーク

■オンライン懇親会のご案内
今月の、オンラインZoomによる懇親会は14日(土)と28日(土)の夜19:30に開催します。参加方法等は
埼玉サークルホームページの掲示板をご覧ください。
■ 57年ぶりに東京で開催されたオリンピックも昨日で閉幕しましたが､無観客となったこの祭りの付けは高いもの
に付きそうです｡誰も予想もしていなかった新型コロナウイルスのパンデミックで世界中が混乱して既に1年半以上｡
ワクチンも開発され､わが国も後れ馳せながら接種も進んできて､治療薬の開発も期待されていますが､この狡猾かつ
悪辣なウイルスとの戦いはまだまだ先の長いものになりそうで､今月また埼玉県に緊急事態宣言が発令されました｡
東京オリンピックの無観客化から､鉄道友の会埼玉サークル発足50周年記念行事の延期や､会員皆さまが楽しみにさ
れていた懇親会のオンライン化まで､その影響は計り知れません｡(F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています

鉄道友の会東京支部

埼玉サークルだより

No.573
2021-9

ホームページ公開版
http://tetosa1970.g1.xrea.com/

今月例会は開催時刻を繰り上げさせていただきます
緊急事態宣言が今月末まで延長されたことで、コミュニティセンターの夜間利用が20時までとなり
ましたので、今月の例会は開催時刻を 18:00～20:00 に繰上げとさせていただきます。

■10月例会は開催日時を変更します
10月例会は 日時と会場 を変更して 日曜日午後に 開催しま
す。お間違いのないようご注意ください。
日
会

時
場

10月10日(日 ) 13：30～16：50
与野本町 コミュニティセンター 視聴覚室兼会議室
(JR与野本町駅西口下車徒歩3分）

200円

参加費

■月例会の予定
11月９日(火) 19:00～21:10

浦和コミュニティセンター 第4集会室 参加費:200円

■ 12月例会も今年は開催 日時を変更し、恒例の 忘 年会 は中止 し ます

12月例会は 日時を変更して 日曜日の午後に開催します。
日 時
会 場
参加費

12月12日(日 ) 13：30～16：50
浦和 コミュニティセンター 第９集会室
200円

埼玉サークル
ホームページ

恒例の忘年会は、コロ ナ禍であり飲食を伴うこ とから大変残念ではあ りますが、今年は開催
を中止とさせていただきます。申し訳ございません。
■８月例会報告
8月9日(月･休) 下落合コミュニティセンター 第２集会室 13:30～16:50

参加14名

情 報 交 換

10/23･24に大田区産業プラザ(PIO)で開催予定だった日本鉄道模型ショーは､会場が大規模接種会場
に指定されたため開催中止となった｡
秩父鉄道で､東京オリンピックの聖火リレーで聖火を運んだ五輪カラーの｢電気機関車5色記念乗車
券｣(C型硬券5枚 2020円)が9/5まで発売されている｡
西武で横瀬車両基地へ廃車回送されていた10000系10105F｢レッドアロークラシック｣が千葉県内の解
体施設へ陸送された｡
2011年7月の新潟･福島豪雨で3橋りょうが流失したJR只見線会津川口ｰ只見間(27.6km)では､第7只見
川橋りょう(会津横田ｰ会津大塩間)の橋脚･桁架設､軌道工事が完了し､他の区間でも復旧工事が順
調に進んでいて2022年度中の運転再開を目指している。9/10運輸総合研究所が運輸政策セミナー
｢地域鉄道のあり方～新型コロナ感染症も踏まえ～｣をオンライン配信(Zoomウェビナー､参加無
料)で開催する｡ 他

映

JR只見線 他、町内で開催された最初で最後のオリンピック、鉄道友の会埼玉サークル第5回埼玉の鉄
道展1990、映画｢家族｣(1970)

像

頒 布 資 料

PALETTE(7月)、SUBWAY NEWS LETTER(2021.8 vol.18)、えきねっと〈ご利用ガイド〉

■オンライン懇親会のご案内
今月の、オンラインZoomによる懇親会は18日(土)の夜19:30から開催します。参加方法等は埼玉サー
クルホームページ掲示板をご覧ください。
■ 5日に閉幕した東京パラリンピックの聖火は､47都道府県とパラリンピック発祥の地イギリスのストーク･マンデ
ビルで採火され､その火はデジタル映像の形で東京の迎賓館赤坂離宮に送られ､ヴァーチャル技術で集火されました｡
コロナ禍なので止むを得ないことではあるのですが､やはりリアルにやるべきことができないのは､私たちのオンラ
イン懇親会と同様､寂しいことです｡このパンデミックの一刻も早い終息を祈るばかりです｡(F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています

鉄道友の会東京支部

埼玉サークルだより

No.574
2021-10

ホームページ公開版
http://tetosa1970.g1.xrea.com/

■月例会の予定
11月９日(火) 19:00～21:10

浦和コミュニティセンター 第4集会室 参加費:200円
(JR浦和駅東口駅前 浦和PARCOコムナ－レ10階)

■ 12月例会を開催日時を 変更して午後開催とし、 恒例の 忘年 会は 中止と し ます

埼玉サークル
ホームページ

12月例会は 日時を変更して 日曜日の午後に開催します。
日

時

12月12日(日 ) 13：30～16：50

会

場

浦和 コミュニティセンター 第９集会室
200円

参加費

恒例の忘年会は、コロ ナ禍であり飲食を伴うこ とから大変残念ではあ りますが、今年は開催
を中止とさせていただきます。申し訳ございません。
■2022年１月例会も開催日時と会場を変更します
来年１月例会も 日時と 会場を変更して 日曜日午 後に開催します。お間 違いのないようご注意
ください。
日

時

2022年 １月９日(日)

会

場

与野本町 コミュニティセンター 視聴覚室兼会議室
200円

参加費

13：30～16：50

■９月例会報告
9月14日(火) 浦和コミュニティセンター 第４集会室 18:00～20:00

参加 7名

情 報 交 換

京王8000系の機器更新､防犯カメラ設置､車内リニューアル等が進んでいる｡
JR中央西線旅行報告
東京都交通局がPASMOでの都営交通利用の登録者に都営交通ポイントサービス｢ToKoPo(トコポ)｣を始
めた。東武でもポイントサービス｢TOBU POINT(略称:トブポ)｣を実施している｡
100円ショップ｢セリア｣で､小物入れやインテリアに使うJR貨物や国鉄等のコンテナが話題になって
いる｡ 他

映

Japan Railway JournalｰJapan's Top New Trains:Awarded for Excellence、JR東北線･JR磐越西線
･会津鉄道･名古屋市営地下鉄･リニモ･銚子電鉄 他

像

頒 布 資 料

PALETTE(8月)

■オンライン懇親会のご案内
今月のオンラインZoomによる懇親会は16日(土)と30日(土)の19:30からです。参加方法等は埼玉サー
クルホームページ掲示板をご覧ください。
■ 今月から緊急事態宣言等がすべて解除され､世は弛緩モードですが､先月末をもって新型コロナウイルスが退却し
たわけでもなく､あの狡猾なウイルスは眈眈と感染再拡大を目論んでいるような気がします｡第6波が来襲するまでの
束の間を､おっかなびっくり感染防止を継続しながらまずは様子見でしょうか｡
欧米を中心に気候変動対策強化の声が強まっています｡折しも今年のノーベル物理学賞を､二酸化炭素濃度の上昇
が地球温暖化に影響するという予測モデルを世界に先駆けて発表した､プリンストン大学上級研究員の真鍋淑郎さん
が受賞されました｡国際エネルギー機関(IAE)が今年5月に公表したリポートでは､消費者にも行動変化を求めていて､
航空では1時間以内の国内線は高速鉄道に置き換えることが要請されています(読売新聞8月20日)｡鉄道ファンには喜
ばしいことですね｡(F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています

鉄道友の会東京支部

埼玉サークルだより

No.575
2021-11

ホームページ公開版
http://tetosa1970.g1.xrea.com/

■ 12月例会は開催日時を 変更して午後開催とし、 恒例の 忘年 会は 中止と し ます

12月例会を 日時を変更して 日曜日の午後に開催します。
日 時
会 場
参加費

12月12日(日 ) 13：30～16：50
浦和 コミュニティセンター 第９集会室
200円

埼玉サークル
ホームページ

恒例の忘年会は、コロ ナ禍で飲食を伴うことか ら大変残念ですが、今 年は開催を中止とさせ
ていただきます。ご了承ください。
■2022年１月例会も開催日時と会場を変更します
来年１月例会も 日時と 会場を変更して 日曜日午 後に開催しま
す。お間違いのないようご注意ください。
日
会

時
場

2022年 １月９日(日)

13：30～16：50
与野本町 コミュニティセンター 視聴覚室兼会議室
(JR与野本町駅西口下車徒歩3分）

200円

参加費

■発足52周年記念例会(2022年２月例会)
来年２月に埼玉サークルは発足52年を迎えます。２月例会は発足52周年記念例会として祝日の午後
に開催いたしますが、 コロナは収束しつつあるとはいえ予断 を許さない状況であり、申し訳あ
りませんが、今回も恒例の 記念講演、鉄道グッズプレゼントは中止とさせていただきます。
日 時
会 場
参加費

2022年 ２月11日(金･祝)

13:30～16:50
浦和コミュニティセンター 第９集会室
200円

■10月例会報告
10月10日(日) 与野本町コミュニティセンター視聴覚室兼会議室 13:30～16:50 参加11名
情 報 交 換 小湊鉄道訪問報告
来年1/31まで鉄道博物館で企画展｢山手線展～やまのてせんが丸くなるまで～｣が開催されている。
12/1-来年1/4までJR北海道とJR東日本の普通列車普通車自由席7日間乗り放題の｢北海道&東日本
パス｣冬季(11330円 利用期間12/10ｰ来年1/10)が発売される｡
東武伊勢崎線と営団半蔵門線･東急田園都市線との相互直通運転用に導入された東武30000系が､9月
末の31609F+31409Fの東武東上線への転属で全編成150両が東上線に移籍となり､これに伴い東上
線の50000型51009Fが本線に転属となっている。都営三田線で6500形の試運転が始まった。東京
メトロ半蔵門線で8/7に18000系が運行開始､有楽町線･副都
心線の17000系10両編成6本60両が入線している｡
10/5西武で2000系2001F(8両)と2407F(2両)が横瀬車両基地へ
廃車回送された｡10/4から40000系40156F(10両)が西武池袋
線で営業運転を開始した｡
京王で10/30から土休日の｢京王ライナー｣と｢Mt.TAKAO号｣の
停車駅に明大前(上りは降車､下りは乗車のみ)が追加され
る｡ 他
映

像

1989.3.26埼玉サークル都電乗車会、Japan Railway JournalｰThe Blue Ribbon & Laurel Prize:
Japan's Best New Trains･東京メトロCBTC
頒 布 資 料 PALETTE(9月)(10月)、京王ニュース(800号記念号)、東京トレンドランキング(9月)、東京地下鉄路
線図、北海道&東日本パス、鉄道博物館企画展 山手線展、渋谷駅改良工事 山手線(内回り)池袋 →
→ 渋谷→大崎 終日運休 10月23日(土)･24日(日)

■今月のオンライン懇親会
オンラインZoomによる懇親会、今月は13日(土)と27日(土)19:30からです。参加方法等は埼玉サーク
ルホームページ掲示板をご覧ください。
■ 先月の例会は､開催前の12時55分頃にJR蕨交流変電所で火災が発生し､会場への足埼京線をはじめ首都圏のJR9路

線で運転見合わせとなり､多くの会員皆さまが車中に缶詰となったり駅で足留めされたりし､京浜東北線大宮ｰ赤羽間
と東北･高崎線東京ｰ大宮間は20時半近くまで運転が再開できず参加をあきらめた会員もいらっしゃったりと散々で
した｡JRの脆弱性を垣間見てしまったようです｡(F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています

鉄道友の会東京支部

埼玉サークルだより

No.576
2021-12

ホームページ公開版
http://tetosa1970.g1.xrea.com/

■ 今年は忘年会は中止と させていただきます

恒例の忘年会は、コロ ナ禍で飲食を伴うことか ら大変残念ですが、今 年は開催
を中止させていただきますので、ご了承ください。
埼玉サークル
ホームページ

■2022年１月例会は開催日時と会場を変更します
来年１月例会も 日時と 会場を変更して 日曜日午 後に開催しま
す。お間違いのないようご注意ください。
日
会

時
場

2022年 １月９日(日)

13：30～16：50
与野本町 コミュニティセンター 視聴覚室兼会議室
(JR与野本町駅西口下車徒歩3分）

200円

参加費

■発足52周年記念例会(2022年２月例会)
来年２月に埼玉サークルは発足52年を迎えます。２月例会は発足52周年記念例会として祝日の午後
に開催いたしますが、 コロナは収束しつつあるとはいえ予断 を許さない状況であり、申し訳あ
りませんが、今回も恒例の 記念講演、鉄道グッズプレゼントは中止とさせていただきます。
日 時
会 場
参加費

2022年 ２月11日(金･祝)

13:30～16:50
浦和コミュニティセンター 第９集会室
200円

■月例会の予定
2022年３月８日(火)

19:00～21:10

浦和コミュニティセンター 第4集会室 参加費:200円

■11月例会報告
11月9日(火) 浦和コミュニティセンター 第４集会室 18:00～20:00

参加 9名

情 報 交 換

小田急新5000形が快速急行､急行から各停まで幅広く運用されている。11/13ｰ12/12JR武蔵野線東所
沢駅で武蔵野線写真展｢武蔵野線開業48周年記念 209系コレクション～乗務員から見た209系～｣
が開催される｡
芳賀･宇都宮LRTライトラインで第4回見学会が12/5､12､19､26の9:00､11:00､13:30に行われ参加者募
集中だが､対象は栃木県内在住または通勤･通学者となっている｡
11/6ブルーリボン賞受賞近鉄80000系｢ひのとり｣試乗会(名古屋ｰ青山町)･撮影会参加報告。11/24ｰ26
第7回鉄道技術展2021(橋梁･トンネル技術展も同時開催)が幕張メッセ5･6･7･8ホールで開催され
る｡入場料は2000円だがインターネットから事前登録すれば無料となる｡ 他

映
像
頒 布 資 料

活魚列車、中国蘇州の鉄道
PALETTE(11月)、ヘッドマークスタンプラリー東日本篇(JR東日本大宮支社)

■オンライン懇親会
オンラインZoomによる懇親会、今月は18日(土)19:30から開催です。来年は1月8日(土)、15日(土)、
29日(土)の19:30から開催します。参加方法等は埼玉サークルホームページの掲示板をご覧ください。
■ 今年も新型コロナウイルスに振り回された1年でしたが､鉄道友の会埼玉サークルにご参加いただきありがとうご
ざいました｡
現在､国内の新型コロナウイルスの感染状況は低い水準ですが､ドイツなどヨーロッパの一部の国では感染が急拡
大していて､さらに南アフリカで確認された新変異株は､その感染力の強さと現在のワクチン効果の大幅な低下が危
惧されています｡やはり､このまま終わるのではという甘い期待は､この狡猾なウイルスに見事に打ち砕かれたようで
す｡私たちは地道に感染防止対策を継続するしかないようです｡埼玉サークルの懇親会も引き続きオンラインで開催
します｡一刻も早い新型コロナウイルスの終息を祈るばかりです｡
皆様どうぞよいお年をお迎えください｡(F)

埼玉サークルは､中高生会員の皆さんが参加しやすいよう､例会･行事の参加費を免除しています

