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故・神谷静治氏の写真・書籍の 

ご寄贈を頂きました。 
 

故・神谷静治氏（1926～1999）は、1942（昭和 17）

年に豊川鉄道時代の吉田（豊橋）工場に就職され、翌

43 年の国有化後は旧国鉄の豊橋機関区に勤務される

傍ら、飯田線を中心とし、この地方の鉄道写真を撮り

続けられました。 

鉄道雑誌への投稿はもちろん、1996 年に発刊され

た『飯田線の60年』（郷土出版社刊）や2003年に豊

川市の桜ヶ丘ミュージアムで開催された「飯田線展」

に写真を提供されるなど、この地方の鉄道趣味の牽引

者のお一人であったと思います。 

 今回、神谷静治氏の奥様のご厚意により、撮り貯め

られた 35 ㎜フィルムとその撮影データ、それに鉄道

趣味団体が発行したガリ版刷りの会報各種に戦後発行

された鉄道関連雑誌、そして車輌履歴簿といった貴重

な鉄道資料を頂くことができました。頂いた資料の内

容について、もう少し詳しく記すことにします。 

★ 35㎜フィルム（表紙写真Ａ） 

整理番号１から 781（但し 70と 71の２本欠）まで

の 779 本のネガケースと整理番号なしのものが 14 本

がありました。１は 1963（昭和 38）年、781 は 1999

（平成 11）年の撮影のもので、どのフィルムにもカ

ビの発生などは見られませんが、少なからず状態が良

くないものも含まれているのが残念で、スキャンが急

がれます。このほか写真には写っていませんが、カラ

ーネガフィルムが 96本ありました。 

★ ベタ焼きに撮影データを記載したファイル 

（表紙写真Ｃ） 

 整理番号１～781 の 35 ㎜フィルムのファイルが 28

冊、セミ版のものが３冊（記載された番号から判断す

ると、あと２冊ほどあるようです）。 

本誌バックナンバー６号に、かつてセミ版のスキャ

ンをされた津田前理事長が「神谷コレクション」につ

いて書かれている中に次のような一節があります。 

「ただ残念なのは、これら写真のデータが全く行

方が分らないことです。ネガのきちょうめんな整理

を見ても、あるいは 1997 年の箕輪町郷土博物館で

の飯田線の特別展に寄せて神谷さんが思い出を書い 

いておられることなどからも何処かに写真のデー

タがあるものと考えています。 

 データが見つかれば神谷コレクションの価値は

一段と高まることと思います。」 

ここに書かれている写真データが、今回寄贈された

の３冊のファイルです。あと２冊見つかれば、より完

全になりますが、これでも６割程度のデータが分かり、

スキャンした写真の価値は高まり、活用の範囲は広が

ることになるでしょう。 

★ 電車履歴簿（表紙写真Ｂ） 

 伊那松島区5冊（モハ1202・1207～1210）と豊橋区

１冊（モハ 42011）。各電車の修理の実施などを克明

に記録したものです。 

★ 鉄道趣味団体の会報（表紙写真Ｄ） 

 戦後、大戦中に鉄道趣味活動を制限された反動もあ

って、各地で鉄道趣味団体が結成され、ガリ版刷りの

会報が発行されました。今回、次表のような会報を頂

きました。 

１. ＹＡＲＤ（ヤード） 名古屋模型鉄道クラブ 

№16（昭23）～248（昭47）但し№83が欠。模型ク

ラブの会報であるが、この地方の趣味の動向がよく

わかります。 

２．The Tight Coupler （タイトカプラー） 

京都鉄道趣味同好会 

№30（昭 25）・45・46・48・49（昭 28）の 5冊  

３．急 電    京都鉄道趣味同好会 

  №38（昭 30）・53～181（昭42）うち 47冊が欠。 

  和久田さん所蔵のものを加えれば、かなりが埋ま

ると思われます。 

４．PantoGraph（パンタグラフ）久我山鉄道同好会 

№52（昭 29）～100（昭 33）但し№84が欠。 

５．Catenary(カテナリー) 愛知学芸大学鉄道研究会  

  №５（昭 31）。写真が貼り込まれているスタイで、 

 当時の会報によく見られる例の一つです。 

★ その他 

 昭和 19 年発行の「科学と模型」や戦後、科学グラ

フの別冊として発行された「電車の話」など鉄道を特

集した雑誌のほか各種資料や各地の鉄道の写真を貼り

こんだアルバムの寄贈を頂きました。今後「神谷コレ

クション」として活用を図りたいと思います。 
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● 戦中から戦後の記録（順不同） 

１ 汽車通学物語 

 昭和 15 年から通った豊橋中学（旧制・現時習館高

校）では、汽車通学の連中がグループ化していた。東

海道下り組（名鉄蒲郡線を含む）、上り方面は、三ヶ

日線（二俣西線、昭和 15 年に新所原－掛川間全通）

組と本線組は別のグループだった。 

 電車組では、豊川鉄道（末期には飯田線）組と渥美

線組があった。名鉄豊橋線組は少人数だった。 

 各組では予科練志願などを相談し合っていた。汽車

の待ち時間は、東海道は約２時間、二俣線はそれ以上

であった。 

 

２ 病院列車 

 昭和 17 年は、東海道線を病院列車が多く走った。

３軸ボギー木造のスヘ 28400、スヘフ 28800、鋼製の

スヘ 30、スヘフ 30 による 10 両以上の長編成でＣ53

などが牽いていた。 

 車体側面（腰）には白線１本が通り、その下に大き

く赤十字が描かれ、全ての窓の鎧（よろい）戸が閉じ

られ、室内の様子は分らなかった。 

 全て部外秘で、想像のみだが、南方戦線から神戸港

に搬送後、関東地区の軍病院へ移送されたと思われる。 

しかし、日本軍の輸送船が失われた 18 年には列車の

運行はなくなっていた。 

 スヘの車種は「病客車」と呼んだ。スヘ車の写真は、

木造、鋼製とも持っていない。スヘ改造の種車である

スハ 28400、スハフ 28800 は、特急用の固定クロス３

等車であった。スへ 30、スへフ 30 の種車は、特急

「桜」に使われたスハ 35250、スハフ 35250 形である。 

スヘ 30、スヘフ 30 は、戦後、連合国軍用に接収され、

一部は畳敷きをベッドにして、病客車として利用※、

その他は寝台車や座席車に改造された。 

※ 参照：ＨＰ『白井昭電子博物館』の「まだ街は暗かった」  

 

３ 学童疎開 

 昭和 19 年 8 月に 9 月末までに大都市で集中して実

施された学童疎開は、東京は失敗したが名古屋は成功 

した。私鉄を中心に鉄道省各線（外秘）を使い、無数 

の協力で多くの命を救った。 

 名鉄でも全線の駅近くの寺は学童疎開を命じられ、

多くの学童の思い出として残った。 

 名古屋近郊の寺から飯田線、養老線（近鉄）、西尾

線（名鉄）などの寺までくまなく割り当てられた。 

 対象者は名古屋市内の昭和７～10年生まれの 2,000

～3,000 人が家を離れた。疎開先での敵はノミ、シラ

ミ（雑魚寝や入浴不足による）とイモ粥、大豆カス、

イナゴなどの食料であった。 

大寺に疎開した人の中には、2000（平成 12）年頃

まで同窓会を続け、寺を訪れた人たちもあったという。

昭和 19年の東南海地震、昭和 20年の三河地震で亡く

なった学童もあったが、当時は対外秘とされた。 

 

４ 自社製の車両 

 戦中、名鉄では車両を自社で製造した。鳴海工場製

にはデキ 800 形３両（昭和 19 年）とク 2080 形２両

（昭和16年）があり、新川工場製にはデキ851（昭和

19年）とサ 50形８両（昭和 17年）がある。 

 サ 40 形４両、サ 61 はそれぞれワ 204～207、ワフ

62 に、モ 1300 形はデワ 1000 形（旧尾西 1000）２両

（３・４）に窓を付けたという改造で、新造ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ モ1300形（1301・02）竣工図表より （藤井蔵） 

 

５ 昭和 19～21年の名鉄 

 昭和19年、モ1010形（←愛電デハ1010←碧海電鉄

初代デ 100）３両は、モーターや主要電気機器をデキ

800形に譲り、付随車化されてサ 1010形となった。 

当時、ほかにも大量のモ（電動車）やキ（気動車）

が付随車（サ）化され、デキに牽引されることとなっ

た。 

昭和 20年秋、各務原線ではモ 450形、モ 1040形等 

    白井昭の一口メモ 
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▲ 碧海電鉄 デ100形形式図（国立公文書館蔵） 

の破損電車をＣ12が牽いた。名岐線ではデキ602がサ

（故障電車）を牽き※、常滑線は特にデキ牽引の普通 

や急行が多く走った。新車のク 2550 形（サ代用）か

ら流線3400系もサ化された。モ3354（昭和27年→モ

3604）は流線と台車を交換し、高速化したが、Ｍ単は

なく、弱め界磁もなかった。 

『鉄道ピクトリアル』№771（2006 年 1 月・名鉄特

集）に掲載された浦原利穂氏が昭和 21 年に撮られた

神宮西駅の写真（p78－79）は貴重である。私は当時、

フィルムを入手できなかった。 

 三河線は貨物輸送の増加の対応に困り、デキ 604や

昭和 30年頃までデキ 501が入っていた。 

※ 渡利正彦『戦後を走った車両たち』ｐ144参照 

 

６ Ｃ11の東名港線乗り入れ 

 本誌前号（№25）の「東名港引き揚げ列車」で、神

宮西駅でＣ11 が牽くオハ 31 系の入線を見て、神宮西

～東名港間は名鉄のデキ牽引と記した。しかし、後日、 

中日新聞の投書に、元名古屋機関区の機関士が「Ｃ11

で名古屋～神宮西～東名港～南方岸壁線まで往復した」

とあるのを読み、前号記事を上記のとおり訂正する。 

 昭和 20 年末頃と思うが、外地からの復員（引き揚

げ）船は東名港南の岸壁に入った。この岸壁線は、戦

前は満鉄（南満州鉄道）の客車を、戦後はインド向け

の蒸機を荷役した線で、復員列車を除き名鉄のデキが

出入りした。今の台湾向け客車も同じである。 

 終戦直後は、オロ 31 が三河線に、米軍捕虜引き揚

げ用のオハフ 33 が有松に、各務原線にオハ、マイネ

など省の客車が名鉄線を走った。 

 

７ 名鉄サ 30 

 サ 30 形（31～33）は渥美線のトレーラーで、元を

ただせば、渥美電鉄が開業に向けてデホハ１形（名鉄  

モ 150形）、デハ 100形（名鉄モ１形→デワ 30形） 

▲ 渥美電鉄100形 「日本車両カタログ」より 

と共に大正 12 年に製造した付随車フ 200 形（200～

202）で、デハ 100 形と同じ車体で飾り窓を持ってい

た。空制はなく、車体の色は藍色から戦後、緑色にな

った。 

 昭和 23、24 年の夏、玉津浦支線※１で満員の海水浴

客を運んだ。その後は空制なし、機回り線が必要など

渥美線※２でも使いにくく、昭和 30 年代に廃車された。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 玉津浦支線 『三河鉄道沿線 名所と伝説』路線図より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲ 「停車場廃線略図」昭和18年4月調べ 玉津浦 

※１ 玉津浦支線は通称で、三河鉄道時代の昭和10年に玉津浦

～大水落地内を開業した貨物用構外側線である。この線は

「大濱臨港線株式会社」が運営し、戦後は貨物駅を「玉津

浦海岸」とし、海水浴電車｛お伽の国電車｝を走らせた。 

  伊勢湾台風の被害により、昭和34年に廃止された。 

昭和 18 年の配線略図では「蜆（しじみ）川側線」とある。 
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参照：第 50 回  棚尾の歴史を語る会  資料

http://www.city.hekinan.aichi.jp/kyodoka/04keikakuty

ousei/katarukai/katarukai50.pdf  

※２ 渥美線は、車両共々昭和29年10月に豊橋鉄道に譲渡さ 

れた。 

 

８ 戦前の名鉄車両の記録 

 昭和 50年、名鉄が発行した『写真が語る名鉄 80年』

には全車両の記録が掲載されているが、新川工場に在

職された児玉光之氏の話を加藤久爾夫氏が記録し、鉄

道友の会名古屋支部の会報『パノラマ』に昭和 48年 

から 49 年にかけて５回にわたって掲載された「名鉄

電車メモ」も重要である。 

 

９ 名鉄のお召電車 

 昭和 17 年末、ク 2501～2503 が新造され、600Ⅴの

ク 2251・2252が 1500Ⅴの電動車化され、モ 809・810

として豊橋線に配置された。 

 昭和 18年の正月からモ 810－ク 2501は、宮様のお

召電車となり、しばしば名古屋（神宮前）～豊橋の臨

時特急として走ったが、社外秘扱いとされた。 

 御召電車は、通常は豊橋急行に充当され、その都度 

御召電車となった。 

 ク 2500 形のトイレは新品のまま締め切り扱いで、

床下水槽は空のまま走っていた。ク 2501 の車内は純

白のカバーが掛けられたテーブルがあった。 

 なお、モ 809・810 はＭＧ付きであったが、他のモ

800形はＭＧ無しであった。 

 

10 「各鉄線」の電車 

名鉄では各務原線を戦後まで「各鉄線」（昭和 10

年 3月に名岐鉄道が各務原鉄道を合併）と呼んだが、

電車の管理は新川工場、那加車庫であった。 

始めはモ 450 形（←各務原鉄道K1-BE 形）８両の単

行から、昭和 13 年に川崎航空機（現・川崎重工）の

工員輸送が始まると、２-３両編成化した。 

モ1040形、モ200形（←尾西鉄道デボ200形203～

207）がサ 2310 形（2311-2315）を挟んだＭＴＭ５本

と、残るモ 200形、モ450形はＭＭ又は３Ｍとなった

注１。 

昭和 19年 6月をはじめとするＢ29の空襲によりモ

450形、モ 1040形、サ 2150形焼失、車体が新造され 

た注２。モ 250形（←尾西鉄道デボ 200形 201・201） 

は、最後まで富山急行で走った電車である。 

戦争末期にはサ50形数両が入り、貨物用にデキ360

形が入った。 

終戦後、モ 1040 形などは動くことができず、省の

Ｃ12 が牽引して混乱する輸送をさばいた（前記 ５ 

昭和 19-21年の名鉄と重複）。 

米軍の各務原飛行場入りで、Ｃ10、Ｃ11、1070 形

など多くのＳＬと 20ｍ客車が名鉄線に入った。米軍

用の冷蔵列車（白色）は 1000形等が牽いていた。 

朝鮮戦争でＣ11 等が牽く多くの軍用列車が各務原

原線に出入りしたが、休戦後は平常になった。 

占領中の米軍専用車用にモ 700形（708・709）を整 

備し、白帯に“ALLIED PERSONAL ONLY”を表記して走

った。 

新那加の戦前から名鉄線と省引込線の平面交差は、

脱線ポイント共に戦後なくなり、岐阜の起点は長住町

から新岐阜に変わった。この付近に残る戦前のコンク

リート柱は珍しい。 

注１ 「名鉄電車メモ」（８ 戦前の名鉄車両の記録参照）  

による各務原線の車両配置 

昭和19年：モ201～205、モ251・252、モ451～458、モ601

～607、モ1041～1044、1046～48（1042はＴｃ代用）、サ 

2311～2315 

昭和 20年：モ201～205、モ251・252、モ451～458、モ 

1041～1044、1046～1048、デキ361 

昭和21年：サ2311～2315（※ 電動車（モ1040形を除く）

は西部線に一括して記載されている） 

注２ 『写真が語る名鉄80年』の「戦災による被災状況」では、 

 次のように記されている。 

 昭和 20年 6月22日 三柿野 

  モ454、458、モ602、607、モ1041、1042（Ｔｃ代用）、 

  サ2315（いずれも破損） 

   昭和 20年6月 26日 二十軒 

 モ456、457（いずれも破損） 

昭和 20年 7月9日 長住町 

 モ451、452、455、モ201、205、サ2314（いずれも焼失） 

※ 前記「名鉄電車メモ」では、戦災車（焼失及び破損）とし

て上記のほかにサ2315が記載されている。なお、『鉄道ピク

トリアル』アーカイブスセレクション 30「名古屋鉄道」掲載

の加藤久爾夫・渡辺肇「私鉄車両めぐり」〔過去の車両〕で

は、戦災車について、次のように記載されている。 

 ・モ 451・452・455・458：全面３枚窓、側面 1Ｄ3223Ｄ1 の

車体で復旧 

 ・モ602：シングルルーフで車体新造 

 ・モ1041・1042：車体更新 

また、『鉄道ファン』147 号（1973 年 2 月）の名古屋鉄道

K.K. 名古屋運転区・車掌区電車愛好会 「名鉄 モ800形レポ

ート (2)」では、全焼したサ2314、2315の２両は終戦後、応

急的な修理を受け、復帰したとある。 
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11 スミ 30形 

 戦後の米軍客車にスミ 30 形軍務車があった。「ミ」

は軍（ミリタリー）のミだが、中身は分らなかった。 

米軍が帰った後は、スハに戻ったと思うが、今のうち

に記録しておいてほしい。 

 

12 “ＥＸＰＲＥＳＳ”の頃 

“ＥＸＰＲＥＳＳ”(左)は、轍美会の会報で昭和

23 年 5 月に発行されたものである。表紙は椙山満氏

（四日市市在住の鉄道ファン）が描いたもの。中身は

伊藤礼太郎氏（国鉄勤務）がガリを切って作った。 

 轍美会の発足は昭和 21 年の暮れで、廃刊は昭和 25

年頃だった。 

 “ＴＲＡＩＮ”（右）は、岡崎の大嶽十四男氏に倉

知満孝氏が協力、スタートは昭和 22 年の秋で、24 年

頃“ＥＸＰＲＥＳＳ”（轍美会）に合併した。№９の

表紙はＥＦ53で、倉知氏の作である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当時の記事から抜き書きしてみた。 

・近鉄名古屋線の新車は昭和 23 年中で、２扉クロス、 

 6326になる予定。 

・近鉄白塚庫では省の618が貨物に活躍中。 

・名鉄は昭和 23.5.16より東西直通に先立ち、5.８よ   

 り西部線を昇圧、800形の故障続出。 

・デキ 604 は三河線入りのまま、三河の 917、918 は

本線へ戻った。デキ602は電制なしで1500Ｖ昇圧。 

・23.4.23 早朝、神宮前でデキ 402 と日車の１Ｃテン

ダー103が衝突、破損した。 

※ 本誌№８にEXPRESSの関連記事あり。 

 

13 東岡崎の柿事件 

 戦後、長野電鉄の小布施からワ１車が東岡崎に送ら 

れたが、車票が別の駅で、駅は放置したため、10ト 

ンの柿がくさってしまった。 

 本件は教訓として社員教育に使われた。 

 

14 名古屋で見たオハ 61の量産 

 日車の本社工場（熱田）は、戦争末期、Ｄ51、トキ

900を量産してきたが、敗戦後はモハ63を主力とし、

戦時型Ｄ51、Ｃ11 を製造した。日車の伊藤剛氏が復

員したので、後輩の私は時々日車を訪ね、Ｃ11310 代

との記念写真も残っている。 

 昭和 25年頃から 30年にかけて、ナハ 22000等を改

造してオハ 60、61系とする工事が始まった。 

 日車と国鉄名古屋工場とも連日、全国から集まった

ナハ 22000 からナハフ 14100、ナハユニなどあらゆる

木造客車が日車と名古屋工場の側線に並んでいた。こ

れらの中には仙アホ、新ニイなど見慣れない車が集ま

っていた。 

 オハ 61 は上昇窓になったものの、椅子などあらゆ

る部品はもちろん台車や空制、列車電灯など全てナハ

のままで、中央線を旅すると、ナハ 22000と変わらぬ

気分だった。 

 オハ 60、61系約 2000両は、地方線の主力となり、

昭和 50年頃まで役目を果たした。 

 

15 名鉄近鉄直通列車 

 昭和 25 年頃から人気を博し、目玉は四日市から豊

川参りで、名鉄から四日市へは目玉はなかった。 

 電車は近鉄がモ 6301、名鉄がモ 3800 で、ＭＴＭＴ

を主体とし、豊川行は空車で伊奈に戻って待機し、午

後、豊川に出迎えた。 

 一方、岡崎、犬山からの四日市直通（3800系4連）

は記録が残っていない。 

 時代は戦後間もない時で、夢のある旅であった。 

 

※ 本誌№24「常滑貨物の全盛」訂正 

（本文に波線部分を挿入） 

（前略）九号地線は、Ｃ11 を熱望したが軸重で叶わ

ず、5548 を主力とし、700、1000 形、13 号が入るこ

ともあり、昭和 28 年頃から名鉄ＤＢ３（緑色）や日

通のＤＢ（黄色）も入り、貨物 は多忙を極めた。

（後略）   
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さようなら和久田康雄さん 

                藤井 建 

去る4月13日、当会会員

である和久田康雄氏がお亡

くなりになった。まさに鉄

道趣味界の「巨星墜つ」と

いってよいでしょう。 

ご家族のみで密葬をされ

ていたことをご次男の真雄

様からの電話で知ったのは、5月４日のことでした。 

「趣味の仲間の人たちには全て終わってから知らせ

て欲しい。お花、お供物、ご香典などはご辞退します」

というご本人のご希望をお伝えいただきました。また、

ご次男は同居ではなく、奥様の体調も良くないという

ことで、電話等もご遠慮いただきたいとのお話でした。 

その後、中旬になって、ご長男からも同様なお手紙

が届きました。 

和久田さん（以前、別の場所で和久田大先輩と記し

たところ、「それは止めて欲しい。単に会員とか和久

田さんでいいよ」といわれたので、親しみを込めて和

久田さんと呼ばせていただきます）は、ご存知のよう

に私鉄の研究をライフワークにされており、多くの著

作を発表されています。 

・「改訂新版 資料・日本の私鉄」（1976年） 

・「日本の私鉄」（岩波文庫・1981年） 

・「人物と事件でつづる私鉄百年史」（1991年） 

・「私鉄史ハンドブック」（1993年） 

・「私鉄史探訪60年」（ＪＴＢ・2002年） 

・「日本の路面電車」（2009年） 

・「鉄道ファンのための私鉄史研究資料」（2014 年） 

 私もこれらの著作を読み、私鉄とりわけ郷土の鉄道

史に目を向けるようになりました。 

個人的な話になりますが、和久田さんには大変お世

話になりましたが、そのお付き合いのきっかけは、日

本路面電車同好会ではなく、鉄道史学会だったと記憶

しています。 

最近整理した年賀状を見てみると、1980年の賀状

が初めて頂いたもので、まだ目黒区にお住みのもので 

す。この年には青木栄一さんからも頂いており、青木 

さんとは鉄道史学会に入る前に入会していた産業考古 

学会を通じてお付き合いを頂きました。確か鉄道史学

会への入会推薦をこのお二人に頂いています。 

鉄道史学会の総会の会場で、お二人や吉川文夫さん

や中川浩一さん（いずれも故人）とご一緒することも

多く、この方々から鉄道史のおもしろさや奥深さをご

教示頂きました。私の疑問や書いた駄文に対して、丁

寧にお返事や感想をお寄せ頂いたことも多々あり、さ

らにご著書までご恵贈くださり、感謝する次第です。 

また、私が東京事務所勤務時代の1998年7月に「新

金沢文庫」へご招待を受け、膨大なコレクションを垣

間見せて頂くと共に奥様自らの手料理を頂くという至

福のひとときを過すことができました。 

その後、和久田さんがＮＲＡに参加され、この「新

金沢文庫」が寄贈されることになろうとは、そのとき

は考えても見なかったことでした。 

蛇足ですが、この新金沢文庫の蔵書の中から 100冊

を選んで解説をされているのが「鉄道をよむ」（アテ

ネ書房・1993年）です。ぜひご一読ください。 

そのＮＲＡにも毎年のようにお顔を出されていまし 

たが、数年前に足を痛められてからは、外出もままな

らないとのことで、来名されることがなくなりました。 

当初は、葉書や書簡でしたが、最近ではメールでの

やり取りも増えていました。最後に頂いたメールは、

2016年 12月 6日に、私に託された戦前の駅スタンプ

の件に関することでした。 

こんなにも早く彼岸に行かれるとは思っても見なか

ったので、お見舞いに行けず、いろいろお聞きしたか

ったこともあったのに、時間だけが過ぎてしまい、残

念で仕方ありません。 

 享年 83。ご冥福をお祈りします。 
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事務局からのお知らせ 

 

 

 

№25 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

星野真太郎(著)・前里孝

(監修) 『全国駅名事典』

（創元社・2016年 12月） 

鉄道省公文書や各社社

史など厖大な資料を精査、

さらに鉄道・軌道 188事業

者の協力も得て、全 698路

線の駅の名称はもとより、

開業日、所在地、電化単

複データ等を整理したもの。 

伊藤博康会員が協力されており、一冊頂き、事

務室に置いてあります。 

なお、本書の刊行元である創元社の担当者が、ＮＲ

Ａを訪問されたいとのことで、秋（９月もしくは 10

月）の作業日に来ていただくよう、伊藤会員を通じて

話を進めたいと思います。その折は、多くの皆さんの

参加をお願いします。 

「釧路・根室の簡易軌道」展、東京で巡回展を開催 

ＮＲＡが、ヒギンズ氏の写真を提供した釧路市立博

物館の企画展「釧路・根室の簡易軌道」は、本館での

展示や釧路空港、関係町村での巡回展も全て終了しま

したが、このたび８月 18 日(金)～20 日(日)に東京ビ

ッグサイトで開催される第 18 回国際鉄道模型コンベ

ンション会場での展示が決まったとのことです。 

なお、11 月（日程未定）には、北海道庁本庁舎で

も巡回展が行われるとのことです。また、詳細は未定

とのことですが、関西圏での開催も検討中とのことで

す。釧路は遠かったですが、東京、関西で開催されれ

ば、見に行くことが出来ますし、ＮＲＡの知名度も上

がるということです。 

 

『ボロ電ロマン－電車の走っていたころの風景－』 

本書は、本誌前号で紹介

した山梨大学の石井信行准

教授がフェイスブック上

で、街づくり活動の一環と

して紹介している「山梨妄

想電鉄桃式会社」の過去の

書き込みを見て知ったもの

である。 

かつて山梨交通電車線が走っていた櫛形町（現南ア

ルプス市）の郷土研究部が 2009 年に一部修正し、廃

線跡の現状を付け加えたもので、石井准教授からお送

り頂いた。事務室に置いておきますので、ご覧下さい。 

 

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。 

 

 

 

 

 

ＮＲＡ ＮＥＷＳ №26   2018.8.5 

編集及び発行 

ＮＰＯ法人名古屋レール・アーカイブス 

〒453-0012 名古屋市中村区井深町１番１号   

新名古屋センタービル 本陣街 Ｂ1209号 

 

 

 

 

 

ご寄贈のお礼 

会員の著作・動向等 


