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２ 片モーター車 ・・・・・・・・・・・・２ 

３  戦前の名古屋市電の電気品 ・・・・・・２ 
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６ 八事電車の思い出 ・・・・・・・・・・４ 

７ 名古屋市電に集まった市電たち ・・・・４ 
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９ 昔の名古屋市電の話 ・・・・・・・・４ 

アメリカの思い出話 

10 ボストンの思い出 ・・・・・・・・・５ 

11 カリフォルニアの野外電車博物 ・・・５ 

12 ＰＥの盛衰・・・・・・・・・・・・５ 

13 シカゴのＧ.クランブル氏・・・・・・５ 

武豊線の上り・下り（藤井 建）・・・・・６ 

ホロネロ250と明治村の御料車（鈴木浩之）・７ 

事務連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

第８回 ＮＲＡ資料展が7月20日から7月31日まで、 

金山総合駅南の名古屋都市センター11階のまちづ 

くり広場で開催されました。名古屋の鉄道開業130 

年にあわせ、『名古屋の駅の物語』と題した今回の 

展には、2,000人超の観覧者が訪れました。 

また、7月23日には服部重敬会員による『名古屋の 

駅 いま・むかし』と題した講演会が開かれ、100 

名を超す聴衆が集まりました。 
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名古屋市電あれこれ話 

１ アッパ単車のスピード物語 

 日本第一級のスピードの速い単車は、岐阜市内

線だと思うが、名古屋市電の単車にも高速電車が

あった。 

・２個モーター車の出現 

 明治43年に鶴舞公園で開催された府県共進会用 

に50両（38－87）の新車を投入したが、これらは 

８つ窓と大型化したが、台車はぺクハムで、１個 

モーターのままであった。 

 その後、増備された80両（88－167）は、名古屋

で初めての２個モーター（ＧＥ800形×２）で、加

速は倍化したが、速度は普通だった。 

 外見は、正面は雨ざらし、落し屋根で、これま

での電車と変わりないが、台車はぺクハムから名

古屋初のブリル21Ｅになった。これらは後に88形、 

ＳＳＡ車と呼ばれ、大正末期から落し屋根のまま

正面に窓を付け、通称「ウバ車」に改造し、長く

使われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲ 153号 （絵葉書の一部） 

・ＬＳＡ車の量産 

大正３年に製造された168形（ＬＳＡ車）は、正

面窓付き、腰羽目、屋根は郡部線や院線のホハ形

客車並みの新形となり、大正12年にＬＳＣ車が出

るまで量産された。 

 これらの電気品には、ＧＥ800が使われたが、88

形（ＳＳＡ車）の一群にはシーメンス（ＳＳ）社 

 

 

 

▲ ウバ車（絵葉書の一部：意外に写真が残っていない） 

のＤ形モーターが使われた。ＳＳ社は運転台の庇 

の上にＣＢ（遮断器）を付け、クランクで操作し

た。 

 大正９年に後のＬＳＢ車（233－282、318－337） 

が造られ、高速時代を迎えた。 

 代表的なものはＧＥ249モーター、Ｂ54コントロ

ーラー、ＷＨ（ウエスチングハウス）323モーター、

ＤＫ（デッカー）30モーターを装備し、道路上の

王者として高速で走った。 

 但し、昭和11年から鋼製単車150形への改造が始

まり、ブリル台車の軸距離の延長やＷＨモーター

にＧＥの制御器を組み合わせるなど「合理化」が

進められ、車両の歴史が分かりにくくなってしま

った。 

 その後、売却や淘汰が進み、ＳＳやＤＫの電気

品やＷＨの制御器が全廃された。 

・国産ＬＳＣ車 

 ＬＳＣ車の338－389は、大正12年に全国産で造

られ、三菱のＭＢ35モーターにＫＲ８制御器を採

用。車体は名古屋電車製作所から日本車輌製に、

台車はブリルをコピーした日車製となった。 

 しかし、電車としてはＬＳＢ車から何の進歩も

なく、167以前のウバ車に対して、168－389は一括

して「アッパ」と呼ばれた。理由は運転台がアッ

パッパ（開けっ放し）であることによるが、人々

には「速い電車」との印象も強かった。それに対

し、ウバ車には車両が「ボロで、のろま」の感じ

も入っていた。 

特集 ： 白井昭の一口メモ 
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▲ 181号（アッパ）（絵葉書の一部） 

２ 片モーター車 

 名古屋の市内電車の特色は、開通以来、長期に

わたって大量に片（１個）モーター車を使ったこ

とである。７つ窓小型の13形が38形からは８つ窓

の大型になっても片モーターを続けた。実用上は

片モーターで充分であったが、名古屋の片モータ

ー車は、100両近くに達した。 

 ノロノロ電車の代表である八事電車や豊橋市電

など片モーターで充分なのに２個モーターで、パ

ラレル禁止でやって来た。 

 同じく遅いことで有名な瀬戸電は、平地専用車

を片モーター（旧京電:名鉄20形）で、山登り、貨

車牽引の直通車（名鉄10形、30形）は２個モータ

ー車であった。 

 名古屋市電で片モーター車がなくなったのは、

前項のように、大正末と思われる。それだけ１個

モーター用のＧＥのＲ11コントローラーが多かっ

たわけで、２個モーター化後、Ｒ11は車庫のトラ

バーサーや12000形トロリーバスで戦後まで使わ

れた。 

３ 戦前の名古屋市電の電気品  

 昭和10年代になると名古屋市電の電気品は、大

きく整理され、150型単車はＷＨ323モーターとＧ

ＥのＢ18コントラーラーを主力とする後家さん同

士であった。 

Ｂ18のカバーは梨地の砲金に大きな花文字でＧ

Ｅが表示されていたが、相手であったＧＥ800モー

ターは足が遅いため殆んど処分されていた。 

150型が流線型なのに手ブレーキとＢ18を見た

東西のファンは、これは明治の中古品であると、

すぐ分かった。 

名古屋市電には、ＳＳ，ＤＫ，ＷＨのコントロ

ーラーがあったが、市営後の整理でなくなった。 

大正９年の233形（ＬＳＢ車）は、機器は1000

形ボギー車と共通（ＧＥ249モーター・Ｂ54コント

ローラー）であったが、車体が軽いだけスピード

がのちのＬＳＣ車より断然速く、怖いくらいであ

った。 

Ｂ18コントローラーの砲金カバーに対し、Ｂ54 

は鉄製で、花文字から小さなゴシック（GENERAL 

ELECTRIC）に変わり、近代的な感じになった。 

昭和10年代の単車のモーターは、ＷＨ323、ＧＥ

247、ＭＢ35（三菱35馬力）に統一されていた。 

ＬＳＣ車は、コントローラーにＤＫのデッドコ

ピーのＫＲ８を使い、以後、1400型には日立のＤ

Ｋコピーが使われている。 

 西町工場が出来てからは、古いブリル21Ｅの軸

距延長（切り継ぎ）が全車実施され（一部は日車） 

で乗り心地を改善した。 

・岡崎と岐阜 

 岡崎は、ボギー車、散水車までシーメンスのモ

ーターとコントローラーを長く使った。 

 岐阜は、当初のＧＥ、ＳＳ、ＤＫ混用からＤＫ

（ＥＥ）への統一を図り、ＳＳは新京へ売却した

りデワに転用したりした。 

４ 赤電・青電・紫灯 

 名古屋市電は古くから終電の方向幕を赤色、終

電前を緑色としており、「赤電」、「青電」と呼

び、酒飲みには大切な存在だった。1400型が出た

頃から赤と緑のセルロイド板のフィルターに変わ

ったが、50年経った今でも夢に出てくる存在であ

る。 

 名鉄の豊橋、常滑、知多線では正面下の標識灯

が赤・青・白の三色切替になっていて、特急・急

行の正面の青灯が誇らしかった。昭和25年頃から

赤・白だけになり、大量の青レンズが捨てられた

のを見ると、うらめしかった。 

・名市電の紫灯 

 150型、1400型から正面上部に紫灯が付き、前後
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共点灯した。覚王山で東山方向を見ると、紫灯が

1400型を示し、オート三輪でないと分かった。ネ

オン全盛時代に文明の光と感じた。この紫灯も戦

時中に150型、1400型共廃止され、戦後はごく一部

を除いて灯体も撤去された。 

 

５ ポールの時代 

 私が学生車掌をやっていた昭和21年代は、架線

が悪く、断線が多いのはもちろんポール外れも多

かった。1400型の若番はスピードが速く、東山線

で高速時に外れると、ポールがスパン線を叩き、

大きな音を出すので、至急ポールを降ろさねばな

らなかった。 

 

６ 八事電車の思い出 

名古屋市電の八事線は、昭和12年までは市電で

なく、私鉄(新三河鉄道←尾張電気軌道)であった。 

▲ 尾張電軌時代の3号（沿線案内の表紙から） 

電車は1－19位であったと思う※１が、車体の両

端は垂れ下がり、バンパーが低く見えた。オレン

ジ色に白のゴシック体で番号が入り、スピードの

速い名市電に比べ、直列運転のためのろかった。 

私は豊橋から愛電の特急で堀田下車。市電で千

早へ、中央西線の大踏切を歩くと、その向こうに

八事電車がいた。 

昭和12年に市営化し、一枚の切符で堀田から八

事が乗れるようになったのには驚いた。私は安田

車庫で下車したが、トロバスの御器所車庫に比べ

安田車庫はボロボロだった。 

市営後すぐに電車がＬＳＡ？になったが、ナン

バーは16－19に貼り替えられ、元の番号跡が残っ

ていた※２。 

八事車庫は解体されたが、私鉄時代の1両が高辻

車庫内のハウスとしてオレンジ色のまま残ってい

た。ボギー車が入るのは、ずっと後のこと（戦後）

である。市営化後は系統番号61、62を付けていた。 

※編集者注※ 

※１  八事電車こと尾張電気軌道が12両（1－12）の電車

で開業したのは、明治45年4月のことである。大正４

年には９号が「霊柩電車」に改造されたという。 

   昭和４年に新三河鉄道に買収され、12両の電車が引

き継がれる。昭和６年には霊柩電車が走った八事－東

八事間が廃止される。この頃、車番1－12が11－22へ

と改番される。車体色の変更もこの頃であろう。 

    昭和12年3月に名古屋市に買収され、電車12両も引

き継がれる。霊柩電車は元に戻ったのかそのまま残さ

れた（休車扱い）のであろうか。 

※２ 買収後約１年で12・15・21・22を除いて廃車となり、

16－19へと改番された。廃車８両のうち16・17の２両

は秋保電軌へ売却されている。 

   その後も使用された16－19は、状態の悪化が進んだ

ため、昭和14年（17年？）に、ほぼ同形のＬＳＡ型の

鋼体化による余剰車体と車体を振り替えている。なお、

18・19は戦後にドアを取り付けている。19が昭和25年 

3月、残り3両が翌年10月に廃車されている。 

参考文献：和久田康雄『日本の市内電車 1895-1945』 

     加藤久爾夫ほか「車両でみた名古屋市電の変 

遷」（『鉄道ジャーナル』） 

７ 名古屋市電に集まった市電たち 

 昭和19年頃、名古屋は軍都として色々な電車が

集められた。京都のＮ電、桑名市電、朝熊電車に 

呉市電（900型）と仙台市電（1070型）の注文流れ

などである。 

 二軸車は、高速の名古屋市電よりのろく、900、

1070型を除き、岡崎や金沢などに売却された。 

８ 名古屋市電の記録について 

 名鉄ではＨＬ車の主力モーターは、ＷＨ556形、

750Ｖ、100馬力と車両一覧表に明記されているが、

名古屋市電の仕様表では、戦後、モーターのメー

カー、形式が欠け、出力もＫＷ化したので、不便

なものとなっている。 

 19ＫＷモーターとあれば、ＧＥ800形、25馬力と

推測できるが、以後のＷＨ323、ＧＥ249、ＤＫ30

などは分かりにくくなってしまった。 

９ 昔の名古屋市電の話 

 私の親の話です。初めて市電が走った時、馬も

機関車もいないのに走る電車は全く不思議だった

という。夜は車輪から明るい火花尾を出して走る
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のが珍しかったそうだ。 

 私の時代でも船方の白鳥橋はレール上の砂が多

く、停電状態となり、ポールを下げて、車掌パン

チで車輪とレールを短絡してからノッチを入れて

発車した。まずは橋上で停まらぬように努めてい

た。 

アメリカの思い出話 

10 ボストンの思い出 

 2003（平成15）年の夏、75歳の私はボストンを 

訪れ、野外電車博物館に学んだ。この時、ボスト

ンの10人ほどの電車ファンが集まり、歓迎パーテ

ィを開いてくれ、いろいろな費用は全て彼等が負

担してくれた。 

 ハーバード、ＭＩＴ、ボストン港、チャールス

川などを訪ね、水陸両用バスを見た。アルコール

無しビールが普及しており、彼等はピューリタン

的であった。 

 ボストンの高速電車はアメリカ製、日本製、ボ

ンバルディア製等を経て2017年には中国製の新車

が登場するとのことである。 

 
▲ ボストンの水陸両用バス 

 

11 カリフォルニアの野外電車博物館 

 昭和60年頃、ロサンゼルス近くのオレンジエン

パイア鉄道博物館へ行った。 

 博物館の敷地は広く、保存車は大量（ＳＬは少

なく電車が中心）だが、場所柄ＰＥ（パシフィッ

ク・エレクトリック）の影響が大きいと思われた。

今やＰＥの現役時代を知る人が減り、今後が心配

である。 

電車の中にはＨＬやＡＬＦもあり、自分で運転

出来た。 

 友人が博物館近くに

トレーラーハウス３台

位で住んでおり、私は

そこで３泊位した。ア

メリカではトレーラー

ハウスを自宅にする家

族が多く、毎年、夏は

涼しい東部へ移動する

人や遠くはパナマまで

旅する家族（犬・猫）  

▲ 博物館のガイドブック   もある。 

 

12 ＰＥの盛衰 

 ＰＥは戦中のマイカー普及で全廃された。車体

に名鉄と同じローマン体の数字を書いて活躍した

が、戦後、羽根の生えたアメ車の充満でたちまち

廃止された。 

日本の市電廃止に先行すること20年だが、オレ

ンジエンパイアには、まだＰＥが走っている。 

 

13 シカゴのＧ.クランブルス氏 

 私の電車の先生となったシカゴ交通局の技師長

Ｇ.クランブルス氏（故人）の特集が、1980年の同

局ニュースに紹介された（下画像参照）。 

下写真の左は、昭和11年の運転士時代、右は技

師長となったクランブルス氏。同氏は部下を連れ

て大井川鉄道の私を訪れ、貴重な教えを受けた恩

人である。 
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武豊線の上り・下り 
           藤井 建 

 

はじめに 

 発端は、今回の資料展の会場でパネルを見た人

からの一言であった。その人は、「武豊線（当時

は半田線）は武豊が起点であったし、武豊港から

東京への定期航路もあった※１ので、武豊へ向かう

方が上りだと聞いている。このパネルの表の上

り・下り（下表１参照）は逆ではないか」といわ

れた。 

 この開業当初の時刻表は多くの資料に使われて

いるが、出典は『絵入扶桑新報』（明治19年2月29

日）である。これは、確かめなくてはならないが、

その結果は後述する。 

                         

※１ 1882 （明治 15） 年、三菱汽船会社（現日本郵

船）が四日市と東京を結ぶ定期航路船を武豊沖に停泊させ

ている。大型船の停泊が可能ということで、中山道鉄道の

資材建設資材の荷揚げ港として選定された。 

 

１ 武豊線の上り・下り 

現在の武豊線は、明治22年に東

海道本線が開通したときに大府

－武豊間が武豊線になったので

ある。それでは当時の時刻表では

どうなっているか、見てみた。 

明治27（1894）年に創刊された

月間時刻表第１号である庚寅新

誌社の『汽車汽船旅行案内』（実

際は、滊・舩の文字）の第１号（復

刻版）を見てみよう。 

東海道線の「下り」の頁に「大府発武豊着」（発

は間違い）が記載されており（写真１）、「上り」

の頁に「武豊発大府着」が載っている（写真２）。 

これから判断すると、大府→武豊が「下り」、

武豊→大府が「上り」と見てよいであろう。 

このことがはっきり分かるのが、同じ庚寅新誌

社の『汽車汽船旅行案内』の第42号（明治31年3

月発行・新金沢文庫所蔵）の「上り」の頁である

（写真３）。 

 ここには、はっきり大府→武豊が「下り」、武

豊→大府が「上り」と表示されている。また、上

りと下りが同時に掲載されることによって、大府

での接続時間がより明確に分かるよう、改善され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 写真３ 上り・下りがよく分かる。前年7月に開通し

た豊橋－一ノ宮間の豊川鉄道も掲載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上り 下り 

駅名 午前 午後 駅名 午前 午後 

武豊 7:00 4:00 熱田 9:45 6:45 

半田 7:20 4:20 大高 10:00 7:00 

亀崎 7:35 4:35 緒川 10:35 7:35 

緒川 7:55 4:55 亀崎 10:55 7:55 

大高 8:25 5:25 半田 11:10 8:10 

熱田 8:45 5:45 武豊 11:30 8:30 

▲ 表１ 開業当初の時刻表 

▲ 写真１ 刈谷→名古屋（下り）   ▲ 写真２ 木曽川→大府（上り） 

 

▲  
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２ 武豊線のキロポスト 

 前述したように、明治のころから武豊線の上

り・下りについては大府（起点）から武豊（終点）

に向かうのが下りであると分かった。 

では、それを実地に見るべく、キロポスト探し

をしてきた。 

某日、マイカーで武豊駅に行く。入場券を購入

し、ホームに入ってそれらしきモノを探すが、見

つからない。到着した列車の女性運転士に聞いた

ら、女子トイレの入口にそれらしいものがあると、

教えてくれた。 

ただ、彼女も列車の運転にキロポストを意識し

たことはないとのことだった。 

早速行ってみると、確かにポールの陰にキロポ

ストらしきものがあり、数字の３が見える（写真

４）。なんとか裏が見たく、人影のないのを見計

らって彼女（運転士）の見ている所で一枚だけ撮

る。そこには19Ｋの表示もあり、武豊線の営業キ

ロ19.3㎞であることが分かる（写真５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 写真４         ▲ 写真５ 終点キロポスト 

それにしてもこんなところにあるとは、女性の

運転士でなかったら気づかないであろう。会員各

位も撮影する際は、盗撮者と間違えられないよう

に注意されたい。 

 大府駅のキロポストの撮影にも苦労した。資料

展の会場撤収の日の朝、途中下車して探したが見

つからなく、帰りにもう一度下車し、直接駅員に

尋ねてみる。しかし、若い駅員から返ってきた言

葉は、「キロポストってなんですか？」だった。 

鉄道ファンを採らないというＪＲ東海というが、

キロポストを知らない駅員がいるとは…。そして、 

どこかに電話をかけ、相談したところ、先輩らし

き駅員さんが出てきて案内してくれた。 

その場所は、２番ホームの武豊方の線路の枕木

に白ペンキで書かれていた。ちょうど「停車場中

心」に当たるところである。 

  

 

 

 

 

 

上 写真６    

右  写真７  

  停車場中心の前 

  の枕木に白ペン 

  キで書かれた０ 

   キロポスト 

 後日、参考のためにキロポストに関するブログ

を探していたら、大府駅の標柱スタイルのキロポ

ストを取り上げているブログがあるではないか！ 

そこで、改めて探してみたら、見つけることがで

きた。４番ホームから西の変電所の方向を見ると、

小さなプレハブの小屋（社員待機室）の前に０キ

ロポストがあった（写真８）。 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 写真８ 標柱型の０キロポスト 

 

 

 

 

 

 

▲ 写真９ 枕木に書かれた駅中心 

停車場中心 
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そのキロポストから視線を延長した４番ホーム

の下を見ると「駅中心」の文字が書かれた枕木が

あった（写真９）。 

 標柱型の０キロポストもいいが、「武豊線の０

キロポスト」といえば、筆者は心情的には２番ホ

ームの枕木に書かれたものを挙げたい。 

 

３ 武豊線の列車番号 

 いわゆる列車番号については、国鉄時代の『列

車設定基準規程第９条』によれば、「列車番号は

記号 4 桁以下の数字とからなり、下り列車は奇数

番号とし、上り列車は偶数番号とするのを原則」

としており、ＪＲもこれを継承している。 

 ただし、紀勢本線（亀山－和歌山市）のように

ＪＲ東海管内（亀山－新宮：新宮方面が下り）と

ＪＲ西日本管内（新宮－和歌山市：和歌山方面が

上り）では線路名称上の起終点と上下逆転した列

車番号が付される例外もある。 

 手元にある大正12（1923）年11月の『鉄道案内』 

（時報社）では、東海道本線のような幹線の列車

番号は掲載されているが、武豊線など支線につい

てはなぜか掲載されていない

（写真10参照）。 

 これを見ると、当時の列車は

全て名古屋へ（名古屋から）直

通列車ばかりである。「下り」

とあるが、厳密にいえば名古屋

から大府までは上りである。 

時刻表利用者（一般市民）に

とって、感覚的に本線から離れ

るので、下りでよいし、列車番

号などなくても事足りるから

これで良いのであろう。 

 図１は、最新の時刻表（『Ｊ 

 

 

Ｔ 

 

 

 

 

ＴＢ小さな時刻表』2016年夏号・ＪＴＢ発行）の

武豊線の頁であるが、上り・下りの表示はない。

これは交通新聞社発行の時刻表でも同様である。 

換算キロが大府起点を示しているので、武豊方 

面が下りであることが分かる。しかし、列車番号

を見ると、名古屋からの直通はもちろん線内運用

のみのものでも下りの武豊方向が上りを表す偶数

で、逆の大府、名古屋方向（上り）が奇数となっ

ているのが分かる。つまり、名古屋から大府への

上り列車がそのまま武豊線に入るということで、

下りであっても偶数番号を使っているのである。

逆も同様である。これも列車番号を付ける原則の

例外といえよう。 

では、武豊線の上り・下りに準じた列車番号の

例はないかと探してみた。 

写真11は、戦時中（昭和14年12月）の時刻表（『汽

車時間表』：日本旅行協会発行・新金沢文庫所蔵）

の上りの頁の一部であるが、名古屋への直通運転

がなくなったのか、武豊線は下りを表す「奇数番

号」となっている。 

 

▲ 写真10 時報社発行『鉄道案内（汽車時刻表）』（大正12年11月）の武豊線の時刻表 

▲ 図１ 『ＪＴＢ小さな時刻表』2016年季刊夏号 

▲  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%8B%A2%E6%9C%AC%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%AE%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%AE%E9%A7%85
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▲写真11 大府→武豊の列車番号は下りを表す奇数である 

４ 開業当初の半田線の上り・下り 

 それでは、はじめにもどって開業当初の武豊－

熱田間の上り・下りはどうであったであろうか。

多くの資料の基となった『絵入扶桑新報』の広告

を見るため、愛知県図書館のマイクロフィルムを

検索してみた。 

 しかし、県図書のマイクロフィルムには明治19

年２月は欠号であったが、４月２日付けの紙面が

あり、そこには４月１日に開業した清州までの時

刻表が掲載されていた（図２）。 

 図を見ていただければ分かるように武豊から清

州へ向かってが「上り」で、逆が「下り」である。 

これより一月前の熱田までの開業時でも上り・下

りは同じであろう。 

つまり、展示会における表１の表示は間違いなか

ったのである。 

 

 

 

 ホロネロ250と明治村の御料車  

鈴木 浩之（非会員） 

 

 ＮＲＡのホームページで、本誌№4と13号の「一

口メモ」で白井昭氏が述べられている「ホロネロ

250」のことについて、記させていただきます。 

留萌鉄道のホハニ201の大江回着直後のネガが

出て来たのでお目に掛けます。シキに乗せられて

いて、車体は鉄の帯板で鉢巻状態に補強、雨樋は

外され角材でカンパス地が止められています。輸 

送中に外れそうな物は事前に外した様です。 

車体左の紙には「突放禁止」と書かれています。 

おわりに 

 以上見て来たように、開業当初から大府から武

豊方面が「下り」で、武豊から大府方面が「上り」

であることは間違いない。 

 しかし、３の「武豊線の列車番号」で記したよ

うに、現在の時刻表では、上り（武豊発）の列車

番号が奇数で、下り（大府発）が偶数であること

から、誤解す

る例が多いの

ではなかろう

か。 

 歴史的事実

（資料）を見

ないで、列車

番号だけを見

て、判断する

怖さを感じる。 

こういうこ

ともあって、

時刻表では上

り・下りの表

現を避けてい

るのかもしれ

ない。 

 右：図２ 武

豊清州間時刻表 

※ 半田発の五二、〇は、五、二〇の誤植であろう。 

 

右のトムには外した電池箱が見える。気象の厳

しい地で休車状態（鉄ピク私鉄車両めぐり第5分

冊）だった為か、かなり傷んでいる様子です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 大江回着後のホハニ２０１  
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「日本鐵道株式

會社 大宮工場

製 明治三拾五

年」（右書）の

銘板とシキ551、

「大江」の貨車

車標が見られま

す。 

留萌時代と明

治村二軸車の羽

後交通時代の画

像は拙作ＨＰ

「ローカル駅の 

▲ シキ551に乗るホハニ201  坪庭」で御笑覧 

下さい。 

次の2枚の写真は、明治村の御料車の甲種輸送の

画像です。劣化で分かりにくいが、東海道線名古

屋～枇杷島間で、窓が開いているのは関係者が乗

られていた為。その中に白井昭氏もおられた。 

その間の話が伺えたら嬉しいのですが。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

▲ ＥＨ10が牽く御料車の甲種回送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 枇杷島鉄橋を渡る列車 

事務局からのお知らせ 

 

 

 

 №22発行以後も会員をはじめ多数の資料(書籍・雑 

誌・写真・資料・地図等）を寄贈して頂きました。 

厚くお礼申し上げますと共に、NRAの貴重な財産とし 

て保存活用させて頂きます。 

 

 

 

ＮＲＡが協力した展示会 

期間：2016年8月11日（水）～21日（日） 

場所：KITTE名古屋 １Ｆ アトリウム 

展示会名： 写真展「名駅物語」 

内容：名古屋駅が生まれて130年。名古屋駅は「メ

イエキ」の名で広く市民に親しまれ、1977年以降、

中村区名駅、西区名駅の地名にもなって名古屋の

発展の中心地となり、名古屋駅を中心としたエリ

アは今も日々変貌している。そんな名古屋駅の130

年を写真で振り返る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        定例活動日 

毎月第１・第３土曜日の午前10時から午後５時

まで1209号室で開催しています。お気軽にご参

加ください。 
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