
あけまして おめでとう ございます

今年で埼玉サークルは発足50年を迎えます。

長い間ご支援、ご協力いただいた皆様に心よりお礼申しあげますとともに、鬼籍に入られた多くの

会員諸氏に深く感謝いたします。

■発足50周年記念例会(２月例会)

埼玉サークルは来月発足50年を迎えます。これを記念して２月例会を発足50周年記念例会として開

催します。記念講演は交通協力会顧問の菅 建彦さんをお迎えして、現在進行中の鉄道150年史プロジ

ェクトについてお話を伺います。参加の方全員に鉄道グッズが当たる恒例の抽選会も準備していま

す。お楽しみに。

日 時 ２月11日(火･祝) 13:30～16:50

会 場 浦和コミュニティセンター 第1･2集会室

(JR浦和駅東口駅前 浦和PARCOコムナ－レ10階)

参加費 600円

■月例会の予定

３月10日(火)､4月14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

■鉄道映像をみる会

埼玉サークル50周年を記念して､50年前の鉄道をモチーフとした長編映画の上映を予定しています。

日 時 ３月15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

参加費 200円

■12月例会報告

12月10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 9名

情 報 交 換 鉄道技術展報告

10/1ｰ12/26ニコンミュージアム(JR品川駅港南口徒歩7分､品川インターシティC棟2F)で企画展｢鉄道

の記録1969ｰ1976 名古屋レール･アーカイブス｣(10ｰ18時･最終入館17:30､日曜･祝日休館､入場無

料)が開催されている｡ 他

映 像 JR山陰線他2018年末旅行、開業日の相鉄･JR直通線、10/26-27鉄道友の会東京支部羽越線･磐越西線

撮影会

頒 布 資 料 PALETTE(12月)、他パンフレット類
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■忘年会2019 報告

12月21日(土) 浦和コミュニティセンター 第９集会室 13:30～16:50 参加19名

飲み物とお菓子を提供 他に会員よりチョコレート等寄贈

情 報 交 換 京成3050形3051編成が成田スカイアクセス線から京成本線へ転用のため､赤と青の京成色に塗色変

更された｡

埼玉県が東京2020オリンピック聖火リレーで､7/8に秩父鉄道秩父-親鼻間で五輪各色に塗った電気機

関車5両で聖火を乗せた客車を牽くと発表｡

新京成が京成電鉄と共同で設計した京成グループ標準車両80000形6両編成1編成が､12/27から松戸ｰ

京成津田沼間で営業運転を開始する。東急､池上線･東急多摩川線の1000系1013編成が初代3000系

をイメージした緑色に復刻して運行されている｡ 他

講 演 ｢動力車操縦者運転免許について｣ 田尻大志さん(元JR貨物新鶴見機関区長)

映 像 50年前の首都圏の鉄道 ｰ埼玉サークル50年によせてｰ、わたらせ渓谷鐵道各駅イルミネーション

頒 布 資 料 相鉄瓦版(第264号)、Natts(12月)、2020年JRで初詣、ニコンミュージアム企画展 鉄道の記録1969ｰ

1976 名古屋レール･アーカイブス、原鉄道模型博物館みどころガイド、原信太郎氏その半生を振り

返る鉄道道楽人生記、いちばんテツモパークジオラマみどころガイド、九州鉄道開業130周年記念企

画展(九州鉄道記念館)、休日おでかけパス･ホリデーSuicaパス、北海道&東日本パス、冬りん(JR東

日本仙台)、他パンフレット類

■ 今年2020年(令和2年)で埼玉サークルは発足50年を迎えます｡そんなに長い間活動を続けてきた実感はないのです

が､今も楽しく趣味活動ができることに感謝しています｡

今年は東京で､56年振りにオリンピックが開催されます｡昨年12月に発表された聖火リレーのルートでは鉄道も多

く活用されるようです｡聖火は､4月5日岐阜市の金華山ロープウェイで､6月6日新潟県弥彦町の弥彦山ロープウェイ

で､6月17日には岩手県の三陸鉄道で普代駅から十府ヶ浦海岸駅まで､6月24日に静岡県の天竜浜名湖鉄道西気賀駅と

気賀駅間を､6月29日には神奈川県伊勢原市の大山ケーブルカーで､7月8日には私たちの地元埼玉県でも秩父鉄道秩父

-親鼻間で五輪各色に塗られた電気機関車5両に牽かれる客車で運ばれるそうです｡鉄道ファンとして嬉しいことで

す｡

昨年10月にJR東日本の50歳以上が入会できるシニア会員組織｢大人の休日倶楽部｣の会員が250万人となったそう

で､これは全国で中学生以上が入会できる鉄道友の会会員の実に830倍となります｡それが何か?･･｡

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

講演される田尻大志さん 映像の上映



鉄道友の会埼玉サークルは発足50周年を迎えました

1970年(昭和45年)２月に発足した鉄道友の会埼玉サークルは、50年を迎えました。

長い間ご支援ご協力いただいた多くの皆様に心よりお礼申しあげます｡

今月の例会は発足50周年記念例会として開催します。記念講演は公益財団法人交通協力会顧問･鉄道

百五十年史編集委員の菅 建彦さんをお迎えして、現在進行中の鉄道百五十年史プロジェクトについて

お話を伺います。

また、本日ご参加いただいた皆様全員に埼玉サークル50周年の記念プレートを贈呈いたします。

鉄道グッズが当たる恒例の抽選会も行いますので、お楽しみください。

本日のスケジュール (このスケジュールは進行の都合により変更することがあります)

13:30 開会のご挨拶

13:40～13:50 情報交換・サークルからのお知らせ等

13:50～14:20 出席会員自己紹介

14:20～14:30 (休 憩)

14:30～16:00 記念講演 菅 建彦さん｢グローバル化時代の鉄道百五十年史プロジェクト｣

16:00～16:20 (休 憩)

16:20～16:50 鉄道グッズプレゼント

16:50 閉会のご挨拶

今月のみ参加費600円とさせていただきます。ご了承ください。

■月例会の予定

３月10日(火)､４月14日(火)､５月12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

■鉄道映像をみる会

埼玉サークル50周年を記念して､50年前の鉄道をモチーフとした

長編映画の上映を予定しています。

日 時 ３月15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埼京線与野本町駅西口下車 徒歩３分)

参加費 200円

■１月例会報告

1月12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14名

情 報 交 換 今年の国際鉄道模型コンベンションは､2020年東京オリンピック･パラリンピックで東京ビッグサイ

トが使えないため開催が中止となった。JR東海の次期新幹線車両N700Sの量産車仕様が決定､今年7

月に営業運転開始の予定｡2020年度12編成､2021年度14編成､2022年度14編成の計40編成が投入され

る｡ 他

映 像 鉄道ファンの年賀状2020、JR土讃線坪尻駅･2019東武ファンフ

ェスタ他、東武･JR武蔵野線他、津軽鉄道、映画｢雪に挑む｣･映

画｢駅｣

頒 布 資 料 PALETTE(1月)、京王ニュース(1月)、HOTほっとTOKYU(1月)、ふ

れあいの窓(No.297)、さくらたび(Vol.16)、京成ライン(1･2

月)、ほくそう(Vol.114)、Shupo(Winter201912-20203)、冬のリ

ニア･鉄道館、西Navi(1月)、K PRESS(1月)、NATTS(1月)、ホッ

と!HANSHIN(1月)、TOKK(1.15)、山陰線浜坂駅周辺の鉄道遺産群、他パンフレット類
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JR埼京線 与野本町駅西口下車徒歩3分 電話(048)853-7232)

■埼玉サークル発足50周年記念鉄道模型運転会

埼玉サークル50周年を記念して鉄道模型運転会を開催します。今回は50周年記念ということで、お

持ちいただく車両等も｢50｣に関したものに限定させていただきます。EF50、50系客車、500系新幹線等

はもちろん、○○系1500番台等から、50日間で製作した、50000円で購入した、走行電流が500mA、等

々｢50｣にこじつけていただければ結構です。

多くの皆様のご参加をお待ちしています。

日 時 ４月５日(日) 10:30～16:30

会 場 与野本町コミュニティセンター 第３･４会議室

参加費 200円

当日は９時から線路の敷設作業を行います｡お手伝いいただける方は９時に会場へお越しください。

■埼玉サークル発足50周年記念旅行

埼玉サークル50周年を記念して､東武スペーシアの個室で行く１泊旅行会を企画しています。

期 日 ６月５日(金)～６日(土)予定

行程案 １日目 東武スペーシアの個室で東武日光へ。日光市営バスで足尾へ抜け宿泊

２日目 足尾銅山観光、古河足尾歴史館など見学、神戸駅のDRCレストラン清流で昼食、わ

たらせ渓谷鐵道経由東武特急｢りょうもう｣で帰埼

■ 50年も活動を続けてこられ､この日を迎えられたことを大変嬉しく思っていますが､残念ながらこの場にいらっし

ゃらない鬼籍に入られた多くの方々に思いを馳せています｡発足当時19歳だった私も古希(満年齢ではなく数え年で

いうそうです｡残念ですが)を迎えました｡

先月17日は阪神淡路大震災から25年｡山陽新幹線の高架橋や阪神石屋川車庫高架留置線､JR六甲道駅や阪急伊丹駅

などの高架駅等々が崩落､神戸高速の地下の大開駅崩壊他､安全性が高いといわれていた鉄道に大きな不安を抱いた

ことが思い出されます｡明日のことは分かりませんが､今平穏に暮らす日々に､支えていただいた多くの方々に感謝し

ています｡巷では新型コロナウイルスの感染で囂しいのですが､皆様もお気を付けください｡(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

東京で56年ぶりにオリンピックが開催される2020年に埼玉サークルは発足50年を迎えました。会報にスペースがあるときに

埼玉サークルの記録ファイルの中からかつての記録をご紹介しています。

埼玉サークル発足10周年記念プレート(1981.7.14)

40年前の埼玉サークル発足10周年の記念品として､当初は絵皿を予定して絵柄には東京～前橋間の鉄道建設工

事用にイギリスから輸入され､1882年に埼玉県を始めて

走った陸蒸気｢善光号｣をデザインしました｡しかし､絵皿

の制作は予想以上に難航して10周年の1980年中には目処

が立たず､翌1981年5月末に同じ絵柄でエッチング板に変

更することで､ようやく同年7月初めに記念品としてプレ

ートができました｡

その後､20周年の1990年2月に｢9600と大宮のレンガ

庫｣､30周年の2000年2月には｢埼玉県を走る鉄道6社の車

両前面｣､40周年の2010年2月には｢東武･JR東日本･西武の

特急車｣をデザインした記念プレートが制作されていま

す｡

プレートのデザインはすべて吉岡秀樹会員の手による

ものです｡

2020年 50年を迎えた埼玉サークル(8)



■埼玉サークル３月例会、鉄道映像をみる会、埼玉サークル発足50周年記念鉄道模型

運転会、４月例会を中止とさせていただきました

新型コロナウイルスの感染拡大により､｢３月例会｣(3月10日開催予定)、｢鉄道映像をみる会｣(3月15

日開催予定)、｢埼玉サークル発足50周年記念鉄道模型運転会｣(4月5日開催予定)、｢４月例会｣(4月14日

開催予定)が、会場のコミュニティセンター等のさいたま市内市民利用施設の臨時休館により、開催中

止とせざるを得ませんでした｡

埼玉サークル月例会の中止は50年の歴史の中でも、東日本大震災による節電および計画停電のため

会場の浦和コミュニティセンターが夜間休館となり中止した2011年４月例会以来２度目、月例会以外

の屋内行事の中止は始めてです。

今後も予断を許さない状況ではありますが、中止となった行事については後日の再開催も考えてお

ります。

大変残念なことですが、事情ご賢察のうえご了承いただきますようお願い申しあげます。

■月例会の予定

５月12日(火)､６月９日(火) 19:00～21:10 浦和コミュニティセンター

(5月)第４集会室、(6月)第１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)

風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクをお持ちの方はご着用をお願いいたします｡

■埼玉サークル発足50周年記念旅行の延期

埼玉サークル50周年を記念して､東武スペーシアの個室で行く１泊旅行会を企画していましたが、新

型コロナウイルスの感染拡大により、当面開催を延期とさせていただきます。

期 日 (未 定)

行程案 １日目 東武スペーシアの個室で東武日光へ。日光市営バスで足尾へ抜け宿泊

２日目 足尾銅山観光、古河足尾歴史館など見学、神戸駅のDRCレストラン清流で昼食、わ

たらせ渓谷鐵道経由東武特急｢りょうもう｣で帰埼

■埼玉サークル2019年度決算報告･監査報告について

埼玉サークル2019年度の決算報告･監査報告につきましては、４月例会の開催中止により５月例会に

先送りとさせていただきます。

■埼玉サークル2020年度事業計画(案)について

埼玉サークル2020年度の事業計画(案)は、さいたま市内の市民利用施設の臨時休館が続いているた

め、検討する幹事会が開催できず、月例会以外の行事等の計画につきましては、当面先送りとさせて

いただきます。

■埼玉サークル2020･2021年度の役員

2020年度は埼玉サークル役員の改選期ですが、前項の事業計画(案)同様、当面先送りとさせていた

だきます。

埼玉サークル運営にご協力いただける方をお待ちしています。

埼玉サークルだより
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■発足50周年記念例会(2月例会)報告

2月11日(火･祝) 浦和コミュニティセンター 第1･2集会室 13:30～16:50 参加28名

埼玉サークル50年にあたって創立から発展に係わられた方の紹介

祝辞 西尾恵介鉄道友の会東京支部長、ごあいさつ 髙井薫平鉄道友の会前東京支部長

出席者全員自己紹介、出席者全員に鉄道グッズの当たる抽選会(硬券乗車券による抽選)

｢埼玉サークル発足50周年記念プレート｣を出席者にプレゼント

情 報 交 換 JR鶴見線扇町駅から熊谷貨物ターミナル駅経由秩父鉄道三ヶ尻駅まで運転の石炭貨物輸送列車が今

年度限りで運行を終了しトラック輸送に切り替えられる。2/15｢けんかつ鉄道フェア2020｣が埼玉

県県民活動総合センター(入場無料､ニューシャトル内宿駅徒歩15分)で開催される｡

西武ニューレッドアロー10000系の10103F､10104F､10107F､10101Fが廃車となった｡

JR山手線のE235系化が完了した｡

3/28｢東武東上線キッズフェスタ｣が､森林公園検修区構内(事前応募)､東武百貨店池袋店､川越東武ホ

テルの3会場で開催される。1/19東京メトロ有楽町線･副都心線用17000系10両1編成が綾瀬車両基

地に搬入された。2/29まで東急大井町線9000系9007Fに｢大井町線90周年｣ヘッドマークが付けられ

ている｡

3/14東日本大震災で運転を見合わせているJR常磐線(富岡ｰ浪江20.8㎞)の運転が再開され､全線運転

再開となる｡

3/8まで埼玉県立文書館で開館50周年&リニューアル記念企画展｢鐵道の埼玉｣(観覧無料､月曜･祝日休

館､JR浦和駅西口徒歩15分)が開催されている。2/25までJR東日本大宮支社が｢鉄分補給!ヘッドマ

ークスタンプラリー｣を開催中｡

2/15大牟田市石炭産業科学館で｢わがまち三池の"炭鉱電車"を語る｣が開催される｡ 他

記 念 講 演 公益財団法人交通協力会顧問 鉄道百五十年史編集委員 菅 建彦さん

｢グローバル化時代の鉄道百五十年史プロジェクト｣

頒 布 資 料 おかげさまで30周年(東武博物館)、東武博物館だより(No.159)(No.160)(No.161)(No.162)(No.163)

(No.164)、開館50周年&リニューアル記念企画展｢鐵道の埼玉｣(埼玉県立文書館)、特別展 天空ノ鉄

道物語、天空駅カフェ、天鉄展の楽しみ方をスタッフが紹介!、他パンフレット類

■ 新型コロナウイルスが欧州や米国で感染爆発を起こしつつある状況です｡当埼玉サークルも2か月続いて月例会が

開催中止となる異常事態となりました｡大変残念なことですが､ワクチンも治療薬もない新型ウイルスに対しては会

員の皆さまの生命や健康が第一ですのでやむを得ません｡感染の収束を祈るばかりです｡(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

閉会のごあいさつ

川口支部委員

開会のごあいさつ

藤岡会員

祝辞 西尾東京支部長

ごあいさつ

髙井前東京支部長

講演される菅 建彦さん

出席会員自己紹介

鉄道グッズプレゼント

埼玉サークル発足50周年記念プレート司会 須永会員

鉄道グッズプレゼント抽選券



■埼玉サークル５月例会を中止とさせていただきます

新型コロナウイルスの感染拡大により､３月から埼玉サークル月例会とすべての行事

を中止とせざるを得ませんでした｡

大変残念なことですが、引き続き｢５月例会｣(5月12日開催予定)も開催を中止といたします。

50年を迎える祝賀の年ですが、会員の皆さまの生命や健康が第一ですのでやむを得ません。

事情ご賢察のうえご了承いただきますようお願い申しあげます。

■埼玉サークルホームページに掲示板を設置しました

月例会の開催中止が続いて会員皆さまにはご迷惑をおかけしております。

少しでもその代替になればと思い、皆さまの情報交換や映像発表(3MBまで)の場として埼玉サークル

のホームページ上に掲示板を設置いたしました。ぜひご活用ください。

埼玉サークルのホームページ http://tetosa1970.g1.xrea.com/

アクセスキーは、ホームページ記載の問合せ先 へ氏名と会員番号を明記してお申し込みください。

ご投稿の際は必ず氏名のご記入をお願いいたします。

■月例会の予定

６月９日(火)､７月14日(火) 19:00～21:10 浦和コミュニティセンター

(6月)第１集会室、(7月)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)

新型コロナウイルス感染拡大の状況により開催を中止することがあります｡

風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクのご着用をお願いいたします｡

■埼玉サークル発足50周年記念旅行の延期

埼玉サークル50周年を記念して､東武スペーシアの個室で行く１泊旅行会を企画していましたが、新

型コロナウイルスの感染拡大により、開催を当面延期とさせていただきます。

期 日 (未 定)

行程案 １日目 東武スペーシアの個室で東武日光へ。日光市営バスで足尾へ抜け宿泊

２日目 足尾銅山観光、古河足尾歴史館など見学、神戸駅のDRCレストラン清流で昼食、わ

たらせ渓谷鐵道経由東武特急｢りょうもう｣で帰埼

■埼玉サークル2019年度決算報告･監査報告について

埼玉サークル2019年度の決算報告･監査報告につきましては、月例会が開催できない状況のため、月

例会の再開時に先送りとさせていただきます。

■埼玉サークル2020年度事業計画(案)について

埼玉サークル2020年度の事業計画(案)は、検討する幹事会が開催できず、月例会以外の行事等の計

画につきましては、当面先送りとさせていただきます。

■埼玉サークル2020･2021年度の役員

2020年度は埼玉サークル役員の改選期ですが、前項の事業計画(案)同様、当面先送りとさせていた

だきます。埼玉サークルの運営にご協力いただける方をお待ちしています。

■ 新型コロナウイルス感染も蔓延期に入ったようで､埼玉サークルも活動を全く封じられています｡この会報も臨時

号としての発行がいつまでになるのか先が見えない状態になってきました｡(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

埼玉サークルだより
鉄道友の会東京支部

臨 時
2020-5

ホームページ公開版
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■埼玉サークル６月例会を中止とさせていただきます

新型コロナウイルスの感染拡大により､３月から埼玉サークル月例会とすべての行事

を中止とせざるを得ませんでした。5月25日に緊急事態宣言はすべて解除されましたが、首都圏4都県

では引き続き6月19日まで不要不急の他都県への移動自粛が要請されています。

埼玉サークル月例会へは、高齢者と東京都からのご参加も多いことから、会員皆さまの生命と健康

を第一に考え、大変残念ですが｢６月例会｣(6月９日開催予定)も開催を中止といたします。

なお、同日の夜間にオンラインでの月例会が開催できないか検討しています。ご参加には、パソコ

ン(カメラ、マイクが必要)またはタブレットやスマホ等が必要になりますが、開催することになりま

したら、埼玉サークルホームページでご案内いたします。

50年を迎える祝賀の年ですが、事情ご賢察のうえご了承いただきますようお願いいたします。

■埼玉サークルホームページの掲示板をご活用ください

月例会の開催中止が続いて会員皆さまにはご迷惑をおかけしております。

少しでもその代替になればと思い、皆さまの情報交換や映像発表(3MBまで)の場として埼玉サークル

のホームページ上に掲示板を設置しておりますので、ご活用ください。

埼玉サークルのホームページ http://tetosa1970.g1.xrea.com/

アクセスキーは、ホームページ記載の問合せ先 へ氏名と会員番号を明記してお申し込みください。

ご投稿の際は必ず氏名のご記入をお願いいたします。

■月例会の予定

７月14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)

新型コロナウイルス感染拡大の状況により開催を中止することがあります｡
風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクのご着用をお願いいたします｡

■８月例会は開催日時を変更します

８月例会は今年も日時を変更して祝日(山の日)の午後開催とします。お間違いのないよう

ご注意ください。

日 時 ８月10日(月･祝) 13：30～16：50

会 場 浦和コミュニティセンター 第11集会室

参加費 200円

■埼玉サークル2019年度決算報告･監査報告について

埼玉サークル2019年度の決算報告･監査報告につきましては、月例会の開催ができない状況ですの

で、月例会開催時に先送りとさせていただきます。

■埼玉サークル2020年度事業計画(案)について

埼玉サークル2020年度の事業計画(案)は、検討する幹事会が開催できず、月例会以外の行事等の計

画につきましては、当面先送りとさせていただきます。

■埼玉サークル2020･2021年度の役員

2020年度は埼玉サークル役員の改選期ですが、月例会開催時まで先送りとさせていただき、当面は

前年度役員が引き続き担当します。

■ 初夏になってきて､新型コロナウイルスも活動が控え目になってくれればよいのですが｡ただ､その分秋冬が怖いこ
とになりそうでトレードオフですが｡(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

埼玉サークルだより
鉄道友の会東京支部 臨 時

2020-6
ホームページ公開版

http://tetosa1970.g1.xrea.com/



■埼玉サークルは３月から５月まで月例会とすべての行事を中止させていただきました

新型コロナウイルスの感染拡大により､埼玉サークルは高齢者と東京都内からの参加も多いことか

ら、会員皆さまの生命と健康を第一に考え、３月から月例会とすべての行事を中止とさせていただき

ました。６月例会(6月９日開催)については初の試みとしてオンライン例会として開催いたしました。

今年2020年は埼玉サークル発足50周年記念の年であり、多くの記念事業を企画していましたが、大

変残念ですが、安全に開催できるようになるまで延期とさせていただくことにいたしました。

また､月例会以外の行事については新型コロナウイルス感染の状況により随時企画とさせていただき

ます。事情ご賢察のうえ、よろしくお願い申しあげます。

■ 2020年度事業計画(案)

月例会 毎月1回 開催(原則第2火曜日夜間｡4･5月は中止｡6月はオンラインで開催)

8月･10月･2021年1月･2月(発足51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の状況により随時企画

会 議 幹事会 毎月1回 開催(12月を除く｡4･5月は中止)

発足50周年記念事業

実施済み以外の事業については、2020年にこだわらず安全に開催できるまで延期とする

発足50周年記念例会 (2020年2月11日(火･祝)開催済)

発足50周年記念プレート (制作済)

発足50周年記念鉄道映像をみる会 山田洋次監督｢家族｣(1970年)他の上映

発足50周年記念鉄道模型運転会 車両等を｢50｣に関したものに限定して開催

発足50周年記念旅行 １泊旅行を予定

発足50周年記念レセプション

埼玉サークル50年の記録取り纏め

■８月例会は開催日時を変更します

８月例会は今年も日時を変更して祝日(山の日)の午後開催とします。お間違いのないよう

ご注意ください。

日 時 ８月10日(月･祝) 13：30～16：50

会 場 浦和コミュニティセンター 第11集会室

参加費 200円

風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクのご着用をお願いいたします｡

■月例会の予定

９月８日(火) 19:00～21:10 浦和コミュニティセンター第１集会室 参加費:200円

風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクのご着用をお願いいたします｡

■10月例会も日時と会場を変更して開催します

10月例会は日時･会場を変更して土曜日の午後開催とします。お間違いのないようご注意く

ださい。

日 時 10月10日(土) 13：30～16：50

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第９集会室

(JR埼京線･武蔵野線 武蔵浦和駅西口からデッキで直結 徒歩2分 サウスピア8階)

参加費 200円

風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。

マスクのご着用をお願いいたします｡

埼玉サークルだより
鉄道友の会東京支部 No.559

2020-7

ホームページ公開版
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■埼玉サークルホームページの掲示板をご活用ください

月例会や行事の開催中止が続いて会員皆さまにはご迷惑をおかけいたしました。

少しでもその代替になればと、皆さまの情報交換や映像発表(3MBまで)の場として、埼玉サークルの

ホームページ上に掲示板を設置しておりますので、ぜひご活用ください。

埼玉サークルのホームページ http://tetosa1970.g1.xrea.com/

掲示板のアクセスキーは、ホームページ記載の問合せ先 へ氏名と会員番号を明記してお申し込みく

ださい。

ご投稿いただく際は氏名のご記入をお願いいたします。

■６月オンライン例会報告

6月9日(火) 19:30～21:00 参加 5名

情 報 交 換 3/14JR常磐線全線運転再開乗車報告。6/13ｰ8/2藤枝市郷土博物館･文学館で特別展｢さようなら駿遠
線50年 日本一の軽便展｣(同時開催｢原信太郎 鉄
道模型の世界展｣)が開催(入館料:大人300円､中
学生以下無料)される｡

わたらせ渓谷鐵道が｢わっしー布マスク･わ鐵布マ
スク｣(各1枚840円税込)を､相老駅･大間々駅の窓
口と通信販売で発売している｡ 他

映 像 大人の休日倶楽部パス旅行(2019.12/3-6)

東京で56年ぶりにオリンピックが開催されるはずだった今年2020年に埼玉サークルは発足50年を迎えました。オリンピック

は来年に延期されてしまいましたが、埼玉サークルの記録ファイルの中からかつての記録をご紹介しています。

埼玉サークル納涼撮影会(1983.8.21)

1983年の夏の納涼撮影会(現納涼旅行会)は､通勤新線(現JR埼京線)の乗入れが計画され､電化が予定される国鉄

川越線を訪れました｡当時既に珍しかったﾄｷ1両を従えたDE10538の貨482ﾚも撮れましたが､後はｷﾊ35系ばかり｡た

まに900番代のステンレス車も混じってはいましたが少々食傷気味々で､南古谷､荒川橋りょう､指扇へと移動して

撮影を続けました｡電化の暁にはこれも貴重な思い出になるかもしれないといいながら･･｡ただ夕刻近くになると

ｷﾊ35系も7両編成となってそれなりの重量感を感じました｡

さて､撮影を終了して大宮へ戻ると､第2部納涼会の開宴です｡やっていることは今と全く同じで､第1部は撮影会

(実は列車に乗っている方がメインとなることも多くなって旅行会に名称を変更しました)､第2部納涼会の2部制

で､それぞれ全くの自由参加､申し込みも参加費も一切不要(ただし､運賃､飲食費は各自負担)という気軽なスタイ

ルが続いています｡

ただ今年は大変残念なことですが､新型コロナウイルスでこの埼玉サークルの伝統行事が実施できるのか危ぶ

まれています。

1983.8.21 荒川橋りょう

2020年 50年を迎えた埼玉サークル(9)



■発足50周年記念例会(2月例会)報告

2月11日(火･祝) 浦和コミュニティセンター 第1･2集会室 13:30～16:50 参加28名

埼玉サークル50年にあたって創立から発展に係わられた方の紹介
祝辞 西尾恵介鉄道友の会東京支部長、ごあいさつ 髙井薫平鉄道友の会前東京支部長
出席者全員自己紹介、出席者全員に鉄道グッズの当たる抽選会(硬券乗車券による抽選)
｢埼玉サークル発足50周年記念プレート｣を出席者にプレゼント

情 報 交 換 JR鶴見線扇町駅から熊谷貨物ターミナル駅経由秩父鉄道三ヶ尻駅まで運転の石炭貨物輸送列車が今
年度限りで運行を終了しトラック輸送に切り替えられる。2/15｢けんかつ鉄道フェア2020｣が埼玉
県県民活動総合センター(入場無料､ニューシャトル内宿駅徒歩15分)で開催される｡

西武ニューレッドアロー10000系の10103F､10104F､10107F､10101Fが廃車となった｡
JR山手線のE235系化が完了した｡
3/28｢東武東上線キッズフェスタ｣が､森林公園検修区構内(事前応募)､東武百貨店池袋店､川越東武ホ
テルの3会場で開催される。1/19東京メトロ有楽町線･副都心線用17000系10両1編成が綾瀬車両基
地に搬入された。2/29まで東急大井町線9000系9007Fに｢大井町線90周年｣ヘッドマークが付けられ
ている｡

3/14東日本大震災で運転を見合わせているJR常磐線(富岡ｰ浪江20.8㎞)の運転が再開され､全線運転
再開となる｡

3/8まで埼玉県立文書館で開館50周年&リニューアル記念企画展｢鐵道の埼玉｣(観覧無料､月曜･祝日休
館､JR浦和駅西口徒歩15分)が開催されている。2/25までJR東日本大宮支社が｢鉄分補給!ヘッドマ
ークスタンプラリー｣を開催中｡

2/15大牟田市石炭産業科学館で｢わがまち三池の"炭鉱電車"を語る｣が開催される｡ 他

記 念 講 演 公益財団法人交通協力会顧問 鉄道百五十年史編集委員 菅 建彦さん
｢グローバル化時代の鉄道百五十年史プロジェクト｣

頒 布 資 料 おかげさまで30周年(東武博物館)、東武博物館だより(No.159)(No.160)(No.161)(No.162)(No.163)
(No.164)、開館50周年&リニューアル記念企画展｢鐵道の埼玉｣(埼玉県立文書館)、特別展 天空ノ鉄
道物語、天空駅カフェ、天鉄展の楽しみ方をスタッフが紹介!、他パンフレット類

■ 今､九州で｢くまがわ｣､｢ちくご｣等､私たちにとっては懐かしい急行列車の愛称であった河川が氾濫､大きな災害と
なっていて心が傷みます｡新型コロナウイルスもじわじわと感染が拡大しているようで厭な感じです｡新しい生活様
式に慣れていくしかないのでしょうか｡(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

閉会のごあいさつ

川口支部委員

開会のごあいさつ

藤岡会員

祝辞 西尾東京支部長

ごあいさつ

髙井前東京支部長

講演される菅 建彦さん

出席会員自己紹介

鉄道グッズプレゼント

埼玉サークル発足50周年記念プレート司会 須永会員
鉄道グッズプレゼント抽選券



残暑お見舞い申しあげます

■大変残念なことですが、今夏は月例会以外の行事は中止とさせていただきます

新型コロナウイルスは首都圏で不気味に感染を拡大しています。埼玉サークルでは会員皆さまの生

命と健康を第一に、今夏は月例会以外の行事は中止とさせていただきます。

事情ご賢察のうえ、ご了承いただきますようお願い申しあげます。

■月例会の予定

９月８日(火) 19:00～21:10 浦和コミュニティセンター第１集会室 参加費:200円

風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクのご着用をお願いいたします｡

■10月例会は日時と会場を変更して開催します

10月例会は日時･会場を変更して土曜日の午後開催とします。

お間違いのないようご注意ください。

日 時 10月10日(土) 13：30～16：50

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第９集会室

(JR埼京線･武蔵野線 武蔵浦和駅西口からデッキで直結 徒歩2分 サウスピア8階)

参加費 200円

風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクのご着用をお願いいたします｡

■埼玉サークルホームページの掲示板をご活用ください

行事の開催中止が続いて会員皆さまにはご迷惑をおかけしておりますが、少しでもその代替をと、

皆さまの情報交換や映像発表(3MBまで)の場として、埼玉サークルのホームページ上に掲示板を設置し

ていますのでご活用ください。また、オンラインでの懇親会も開催していますので、ご参加にはパソ

コン(カメラ､マイクも必要)またはタブレットやスマホ等が必要ですが、飲物とお摘みをご用意のう

え、この掲示板からご参加ください。

埼玉サークルのホームページ http://tetosa1970.g1.xrea.com/

掲示板のアクセスキーは、ホームページ記載の問合せ先 へ氏名と会員番号を明記してお申し込みく

ださい。

ご投稿いただく際は氏名のご記入をお願いいたします。

■埼玉サークル2020･2021年度の役員です ≪よろしくお願いします≫

７月例会で2020･2021年度の役員が選任されました。

東京支部委員 川口精一郎 (東京支部総会で承認後、就任となります)

会 計 須永 望

会 計 監 査 加藤 健夫

幹 事 手塚 努、藤岡 裕、吉岡 秀樹 (敬称略)

■７月例会報告

7月14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 3/14東京メトロ千代田線のダイヤ改正で､平日の千代田線からの各駅停車唐木田行きが廃止となっ
た｡

鉄道博物館の企画展｢全線運転再開記念 常磐線展｣が会期変更し9/6まで開催されている｡ 他

議 事 2020年度 埼玉サークル事業計画案 承認、2020･2021年度 埼玉サークル役員 選任
映 像 3/14JR常磐線全線運転再開・芳賀･宇都宮LRT工事状況
頒 布 資 料 ダイヤ改正2020.3.14(JR東日本)、全線運転再開記念 常磐線展(鉄道博物館)、渋谷駅ホーム並列化

工事 埼京線･湘南新宿ライン大崎～新宿終日運休5月30日･31日、他パンフレット類

埼玉サークルだより
鉄道友の会東京支部 No.560
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■ ｢カ｣と題した､まど･みちおさんの詩｢あまりのかゆさに 目がさめ あかりをつけてみると みぎての うでに ピン
クの ミニバラ 一りん｣｡様々な感染症を媒介する蚊は､雌が人の血を吸い産卵しますが､まどさんはここで小さな命
の誕生を祝い生命を賛歌しています(読売新聞6/26)｡しかし､今世界中を混乱に陥れている狡猾な新型コロナウイル
スは､その誕生自体が祝福どころか､忌嫌われ､哀れさすら感じますが､その殲滅に向けては人類の叡知を結集する長
い闘いになりそうです｡当面は｢新しい生活様式｣で感染拡大を抑えていくしかないのでしょうか｡(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

東京で56年ぶりにオリンピックが開催されるはずだった今年2020年に埼玉サークルは発足50年を迎えました。オリンピック

は来年に延期されましたが、埼玉サークルの記録ファイルの中からかつての記録をご紹介しています。

｢さいたまグラフ｣(1983年8月号)に紹介

ヨシダシズオ埼玉サークル代表(当時)は埼玉サークルの存在を､新聞､雑誌､テレビ等のマスコミで積極的に

周知することに尽力されました｡今回は､埼玉の人･街･暮らしの情報を発信するグラフィックマガジン｢さいた

まグラフ｣に掲載された例をご紹介いたします｡コロナ禍で行事開催もままならない現状ですが､活発に活動し

ていた当時が懐かしく思い出されます｡

2020年 50年を迎えた埼玉サークル(10)



■10月例会は日時と会場を変更して開催します

10月例会は日時･会場を変更して土曜日の午後開催とします。

お間違いのないようご注意ください。

日 時 10月10日(土) 13：30～16：50

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第９集会室

(JR埼京線･武蔵野線 武蔵浦和駅西口からデッキで直結 徒歩2分 サウスピア8階)

参加費 200円

風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクのご着用をお願いいたします｡

■月例会の予定

11月10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

■埼玉サークルホームページの掲示板をご活用ください

コロナ禍の中で、皆さまの趣味活動に少しでもお役に立てばと、情報交換や映像発表(3MBまで)の場

として埼玉サークルホームページ上に掲示板を設置しています。

埼玉サークルのホームページ http://tetosa1970.g1.xrea.com/

掲示板のアクセスキーは、ホームページ記載の問合せ先 へ氏名と会員番号を明記してお申し込みく

ださい。ご投稿いただく際は氏名のご記入をお願いいたします。

■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、埼玉サークルでは感染防止のため例

会終了後の懇親会の開催を控えています。その代替として例会開催週の週末土曜の夜間と、他に月末

付近にもう１回、月２回のオンライン懇親会を開催しています。日時、参加方法等の詳細は上記掲示

板でお知らせいたします。

ご参加にはパソコン(カメラ､マイクも必要)またはスマホやタブレット等が必要ですが、飲物やお摘

みをご用意のうえ、ご参加をお待ちしています。

■８月例会報告

8月10日(月･祝) 浦和コミュニティセンター 第11集会室 13:30～16:50 参加12名

情 報 交 換 7/30東武が真岡鐵道で運行していたC11325(芳賀地区広域行政事務組合所有)を譲受｡今年12月から営
業運転しSL複数機体制となり年間SL運行が可能となる他､JR東日本より譲受したDE101109､JR北海
道より譲受したｽﾊﾌ14501も運用開始し､2編成運転も可能となる｡また､日本鉄道保存協会から譲受
したC111は､修繕等が多く新型コロナウイルスの影響もあり復元目途が2021年冬に延期された。鉄
道アナリスト川島令三さんの新刊｢思わず誰かに話したくなる鉄道なるほど雑学｣(三笠書房 710円
+税)が発売｡

台湾鉄道をテーマとした｢台湾文化路徑鉄道篇｣として､台湾鉄道写真展が6/10ｰ8/31に台湾文化セン
ター(虎ノ門ビル)と6/10ｰ7/31に誠品生活日本橋(COREDO室町テラス)で､心に残る台湾の鉄道切符
展が6/10ｰ8/31に台湾文化センターで開催されている。6/6東
武ダイヤ改正情報｡

東武が下今市ｰ東武日光(7.1km)で運転する蒸機けん引列車の愛
称が"SL大樹「ふたら｣"に。7/17から成田スカイアクセス開業
10周年ヘッドマークが京成AE形AE3編成､3100形3151編成､3050
形3054編成に掲出｡3600形3688編成の帯色が8/1から当初のフ
ァイヤーオレンジに変更。7/22-11/1JR川越線全線開業80周年
記念ヘッドマークが埼京線E233系7000番代ﾊｴ127編成､川越線E
231系3000番代ﾊｴ45編成に掲出｡ 他

議 事 2019年度 埼玉サークル決算報告 承認
映 像 国鉄高速試験電車591系･2019年末旅行･緊急事態宣言下のわが家近辺他、台湾文化路徑鉄道篇･駿遠

線の廃線跡･箱根登山鉄道復旧･JR小海線他
頒 布 資 料 PALETTE(3月)(8月)、他パンフレット類

■ 新型コロナウイルス感染拡大による利用者の減少で鉄道会社は大幅な減収となり､週刊エコノミスト7月28日号は
特集｢コロナ禍 鉄道の悲劇｣でしたし､８月13日の日本経済新聞には｢鉄道大手全18社が赤字｣と大きな見出しが踊り
ました｡JR東日本は来春のダイヤ改正から首都圏の最終電車の時刻を30分程度繰り上げるそうで､新型コロナウイル
スが収束しても利用水準は元には戻らないと考えられているようです｡まさに新型コロナウイルスは､ヒトの社会を
崩壊させるために悪魔が遣わしたものだと感じています｡(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

埼玉サークルだより
鉄道友の会東京支部 No.561
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■月例会の予定

11月10日(火)､12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

風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクのご着用をお願いいたします｡

■忘年会 2020 ～お茶とお菓子で楽しむサークル忘年会～

日 時 12月19日(土) 13:30～16:50

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第６集会室

参加費 200円

■来年１月例会は日時･会場を変更して開催します

１月例会は日時･会場を変更して土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 時 2021年１月９日(土) 13：30～16：50

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第６集会室

参加費 200円

■９月例会報告

9月8日(火) 浦和コミュニティセンター 第1集会室 19:00～21:10 参加 6名

情 報 交 換 8/28銚子電鉄が作った映画｢電車を止めるな!｣の公開が始まった｡同社は昨秋の台風襲来やコロナ禍

に見舞われ運転資金に事欠くほどの事態に陥り､老朽化した変電所の大規模修繕も控え昨年よりク

ラウドファンディングで500万円の製作費を集め映画製作に取り組んでいた。8/31｢日本郵便とJR

東日本の地域･社会の活性化に関する協定｣によるJR内房線江見駅での郵便局窓口･駅窓口の業務一

体運営が開始された｡

10/1新型コロナウイルス感染拡大防止のため運行開始が延期されていた東京BRTのプレ運行(虎ノ門

ヒルズ～新橋～晴海BRTターミナル ハイブリット連節バス｢エルガデュオ｣1両､燃料電池バス5両､

ディーゼルバス3両で運行 運賃220円)が開始される｡

9/7わたらせ渓谷鐵道が｢トロッコわっしー号｣の車両検査と運営継続の費用調達を目的としたクラウ

ドファンディング(10/30まで､目標金額300万円)を開始した｡リターンはオリジナルマスクや記念

きっぷ､車内広告利用権など。非冷房車両の山万ユーカリが丘線(ユーカリが丘ｰ公園ｰ女子大-公園

4.1km 6駅)を9/7に始発から終電までの20時間を一日乗車券(500円)で乗り続け､山万社員一同か

ら感謝状を贈られた人がSNS上で話題になっている｡

8/9JR本四備讃線宇多津ｰ児島間で､8176D｢瀬戸大橋アンパンマントロッコ2号｣(ｷｸﾊ32-502+ｷﾛ185-26)

の男性運転士が熱中症とみられる症状を訴え病院に搬送､運転士交代まで約30分間児島駅の手前約

1.5Kmで停車した｡ｷｸﾊ32-502に空調設備はなかった。9/26東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近連続立体交差

事業で上り急行線西新井ｰ谷塚間約1.7kmが高架化､同区間の複々線のうち上下急行線の高架化が完

了する｡ 他

ä映 像 映画｢Tr ume zwischen Alltag und morgen｣(西ドイツ国鉄1982)、JR中央線･東海交通事業城北線･あ

おなみ線他
頒 布 資 料 PALETTE(9月)、日光線開業130周年スタンプラリー、他パンフレット類

■ 先月メッセ･ベルリンで開催予定だった国際鉄道技術見本市｢InnoTrans 2020｣に行きたかったのですが､新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため開催が来年4月に延期されてしまいました｡しかし､来春に渡航できるのかは全く不透

明です｡ヴァイオリニストの堀米ゆず子さんが｢今は情報過多で若い人が夢をみられなくなっていますね｡ディスタン

スがなくなってしまったのがいちばん不幸なことだと感じます｣(音楽の友 2020-10)といわれていましたが､思って

もいなかったディスタンスを感じています｡

作家の藤原智美さんは読売新聞で｢高齢者にはあまり時間がなく｢コロナが一段落したらあれをやろう｣なんて思

っていても､収束は何年先になるかわからないから､家にいる時間を充実させ､自分自身に向き合うよい機会｣(9月27

日｢コロナ下 老年の孤独｣)といわれ､家事を本気で､ネットは能動的にと提言されていました｡高齢者としてはもう元

に戻ることを期待せず､日常生活の質を高めることを考えるときのようです｡(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

埼玉サークルだより
鉄道友の会東京支部 No.562
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■月例会の予定

12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
風邪などの症状のある方はご参加をお控えください。マスクのご着用をお願いいたします｡

■忘年会 2020

日 時 12月19日(土) 13:30～16:50

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第６集会室
(JR埼京線･武蔵野線 武蔵浦和駅西口からデッキで直結 徒歩2分 サウスピア8階)

参加費 200円

例年｢お茶とお菓子で楽しむサークル忘年会｣として開催しておりましたが、会場の制約で飲物をお出しできな
くなりましたので、今年からお菓子のみの提供とさせていただきます。ご了承ください。

■来年１月例会は日時･会場を変更して開催します

１月例会は日時･会場を変更して土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 時 2021年１月９日(土) 13：30～16：50

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第６集会室

参加費 200円

■発足51周年記念例会(2021年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。ただ大変残念ながら新型コロナウイルスの収束

が見通せないので、規模を縮小しての開催を予定しています。

日 時 2021年２月11日(木･祝) 13:30～16:50

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第７集会室

■10月例会報告
10月10日(土) 武蔵浦和コミュニティセンター 第9集会室 13:30～16:50 参加12名

情 報 交 換 11/9東武特急｢りょうもう｣の一部列車が200系から500系リバティに置き換えられる｡
今年の鉄道友の会ブルーリボン賞は西武001系｢Laview｣が受賞したが､10/25の贈呈式には池袋ｰ西武
球場前間に特別列車が運転され､この贈呈式に鉄道友の会の他､西武も｢Laviewブルーリボン賞受賞
式特別ツアー｣を企画して参加者を募集している｡

11/3秩父鉄道三峰口駅で｢ちちてつ秋まつり～SL転車台公園オープニングイベント～｣が開催｡
新幹線の車内で販売されているスジャータ製の固いアイスクリームがNewDaysでも販売されている。
わたらせ渓谷鐵道が｢トロッコわっしー号｣の車両検査と運営継続の費用調達を目的としたクラウ
ドファンディング(10/30まで､目標金額300万円)が公開開始11日で目標額に到達したので､ネクス
トゴールとして1000万円に挑戦中｡

銚子電鉄外川駅が新型コロナウイルスの影響で無人化された｡
10/1ワンマン化改造･4両化された西武9000系9108Fが多摩湖線で運行を開始した｡
10/８から西武で｢ドラえもん｣50周年を記念したラッピング
電車｢DORAEMONｰGO!｣30000系38101F8両編成が新宿線を中
心に運行している｡

東京メトロ半蔵門線用新型車両18000系が入線した。JR千葉
支社がJR京葉線東京ｰ蘇我間全線開業30周年を記念して同
線E233系1編成に掲出するヘッドマークのデザインを募集
中､採用2作品が12/1～来年3/9まで掲出される。東武で東
上線50000系51008Fが本線へ転属し半蔵門線･田園都市線
直通運用に投入､本線から東上線へ30000系31606F+31406F
が転属｡ 他

映 像 ザ･ヒロサワ･シティの保存車両･岩槻城址公園のDRC、川口さんの映像からインスパイア･書籍紹介･
大人の休日倶楽部パス旅行、JR中央快速線グリーン車導入地上設備改修状況･ひかりプラザの新幹線
951形･西武･JR武蔵野線の斜坑跡、東北旅行

頒 布 資 料 PALETTE(10月)、東武博物館だより(3月)、山梨県立リニア見学センター、CIAL桜木町ANNEX旧横浜鉄
道歴史展示のご案内、北海道＆東日本パス、他パンフレット類

■ 今年の鉄道友の会ブルーリボン賞の西武001系｢Laview｣は異論のないところかと思います｡しかし､先月25日に開催
された贈呈式には池袋ｰ西武球場前間に特別列車も運転されましたが､鉄道友の会の会員募集50名(参加費2000円 特
別列車乗車料金含む)に対して､その3倍近い138名を西武が｢Laviewブルーリボン賞 受賞式特別ツアー｣(募集2名1組
計69組､参加費2名10000円)で募集するという異例の贈呈式でした｡さらに今月7日にはブルーリボン賞受賞記念日帰
り｢Laviewのあれも､これも､もりだくさん♪特典満載の特別ツアー｣(旅行代金18000円)も開催し､これがGoToトラベ
ル対象で支払い実額は12000円､さらに3000円分の地域共通クーポンが付属するというにいたっては･･｡新型コロナウ
イルス感染拡大による外出自粛で鉄道各社は大幅な減収となり､何でも増収に繋げたいという気持はわからないわけ
ではありませんが､悪しき前例になりませんように｡(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

埼玉サークルだより
鉄道友の会東京支部 No.563
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■忘年会 2020

日 時 12月19日(土) 13:30～16:50

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第６集会室

(JR埼京線･武蔵野線 武蔵浦和駅西口からデッキで直結 徒歩2分 サウスピア8階)

参加費 200円

例年｢お茶とお菓子で楽しむサークル忘年会｣として開催しておりましたが、会

場の制約で飲物をお出しできなくなりましたので、今年からお菓子のみの提供と

させていただきます。ご了承ください。

■来年１月例会は日時･会場を変更して開催します

１月例会は日時･会場を変更して土曜日午後の開催とします。お間違いないようご注意ください。

日 時 2021年１月９日(土) 13：30～16：50 (RF誌12月号掲載の例会予定時刻は誤りです)

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第６集会室

参加費 200円

■発足51周年記念例会(2021年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。ただ大変残念ながら新型コロナウイルスは収束

の兆しがありませんので、今回は規模を縮小しての開催を予定しています。

日 時 2021年２月11日(木･祝) 13:30～16:50

会 場 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

2021年３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

■埼玉サークル オンライン懇親会

冬に向かって新型コロナウイルスの感染が広がりつつあるようです。感染の原因に会食があげられ

ているため、例会等終了後の懇親会開催を自粛していますが、それに代わるオンラインZoomによる懇

親会を週末土曜日の夜間に開催しています。日時は埼玉サークルホームページに掲載してあります。

ご参加にはパソコン(カメラ､マイクも必要)またはタブレットやスマホ等が必要です。ホームページの

掲示板からご参加ください。

■11月例会報告

11月10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10名

情 報 交 換 ｢運輸と経済｣誌10月号が特集｢交通愛好者が育む市場｣で興味深い。10/1東京BRTのプレ運行(虎ノ門
ヒルズ～新橋～晴海BRTターミナル 運賃220円)が開始された｡IC1日乗車券(500円)､IC定期券も発

売されている｡

東京メトロの24時間券前売り券(600円)に東京オリンピックエンブレムが入っている｡また､65歳以上

向けの企画乗車券｢シニア東京メトロ24時間券｣(500円)が30,000枚限定で来年1/3まで発売されて

いる｡

JR川越線が7/22に開業80周年を迎え､キャンペーンが開催されている｡

東北新幹線と直通する山形新幹線 気仙沼線･大船渡線と高速道路(別紙資料) 他

映 像 2012年ソウル特別市の電鉄雑感
頒 布 資 料 PALETTE(11月)、川越線開業80周年、東京BRT誕生、東北新幹線と直通する山形新幹線 気仙沼線･大

船渡線と高速道路(会員作成)、他パンフレット類

■ 上皇后美智子さまが､乳がん手術後のホルモン療法の影響で左手指が自由に動かせないことで､以前のようにピア

ノが弾けなくなったことを､今までできていたことは｢授かっていたもの｣､それができなくなったことは｢お返しした

もの｣と受け止められているそうです(10月20日宮内庁)｡私も古希を過ぎ､これからできなくなることも多くなってい

くのでしょうが､今までできていたことに感謝し､ありのままを受け止める美しいお言葉に感動しました｡(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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｢埼玉サークル忘年会 2020｣へようこそ
埼玉サークル忘年会へご出席いただきありがとうございます｡

例年｢お茶とお菓子で楽しむサークル忘年会｣として開催してきましたが、会場の制約で飲物をお

出しできなくなりましたので、今回からお菓子のみの提供とさせていただきます。ご了承ください｡

■来年１月例会は日時･会場を変更して開催します

１月例会は日時･会場を変更して土曜日午後の開催とします。お間違いないようご注意ください。

日 時 2021年１月９日(土) 13：30～16：50 (RF誌12月号掲載の例会予定時刻は誤りです)

会 場 武蔵浦和コミュニティセンター 第６集会室

参加費 200円

■発足51周年記念例会(2021年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 時 2021年２月11日(木･祝) 13:30～16:50

会 場 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

2021年３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

■ 1970年に発足した鉄道友の会埼玉サークルが50年を迎えた今年2020年｡全く予想もしていなかった新型コロナウイ
ルスで記念例会はぎりぎりで開催できたのですが､その後は月例会の開催もままならず､50周年の記念行事もすべて
無期延期とせざるを得ないという大変残念なことになってしまいました｡新型コロナウイルスはいまも感染が拡大し
ていて､先月の3連休では多くの観光地で行楽客の密集が見られ､11/25の読売新聞編集手帳は｢GoToキャンペーンが後
押ししたことは確かだろう｡感染が急拡大する時期に､予算をさいてウイルスのよろこぶ環境を作っている場合では
あるまい｡｣と指摘しています｡やっと今月14日に年末年始のGoToトラベルが全国一斉一時停止となりましたが､その
発表当日の夜､5名以上の会食を控えるよう要請しているというのに､72歳の首相は81歳の与党幹事長ら高齢者8名と
会食｡高級店なので大丈夫ということのようですが､もっと危機感をもってほしいですね､ガースーさん｡

鉄道ファンNo.715(2020-11)に､小野田滋さんが｢幻の東京オリンピックと観光用客車｣として､返上した1940東京
オリンピックと鉄道省工作局車輛課文書に残る観光用客車を紹介されています｡平面図案だけしかないようですが､
夢を膨らませてこれを模型化される方がいらっしゃらないかと期待しています｡

延期された来年の東京オリンピックが幻となりませんように｡

皆様どうぞ良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
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