写真展「鉄道の記録 1969～1976
名古屋レール・アーカイブス」を開催しました。
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・・・ 4

あわせて 500 点に及ぶ写真をスライドでの上

写真展 「鉄道の記録 1969～1976」を
東京・品川・ニコンミュージアムにて開催

映は圧巻でした。また、撮影したカメラや使用し
た時刻表、切符などのほかに、同時期に収集され

東京都港区品川インタ

たスタンプや駅弁等の鉄道関連資料もあわせて

ーシティにあるニコン

展示しています。

ミュージアムで「鉄道
の記録 1969-1976 名古
屋レール・アーカイブ
ス」と題した写真展を
10 月 1 日から 12 月 26
日に開催しました。
これは、服部会員、西川会員、稲見会員、服部
会員のご実弟が 1969 年から 1976 年の間にニコ
ンの一眼レフカメラで全国各地、約 80 線区で撮
影した 185 点の写真を,「ナローゲージ」「蒸気
機関車」など６つのテーマに分けて展示したも
ので,展示点数はニコンミュージアム史上最多だ
そうです。

▲展示された写真より…
（上）国鉄

お召列車

（下） ナローゲージ

東海道本線 米原駅 1975 年
尾小屋鉄道

花坂駅 1973 年

▲会場の展示スペースの様子

当時は蒸気機関車が活躍する最後の時期であ
るとともに,魅力ある中小私鉄や路面電車、簡易
軌道も残っていました.また,鉄道と人との距離も
現在よりもっと近く,鉄道員との様々な交流もあ
りました。アマチュアが撮影した写真ではありま
すが,そうした時代を生々しく伝える記録として,
同時代を過ごした方々からは懐かしさと共感を、
若い世代の人からは新鮮味をもってご覧いただ
きました。

▲会場では、当時使用したカメラやの乗車券なども展示されました。
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清水武さん、田中義人さん共著

車輌までを余すことなくこの 2 冊で分かりやすく解説

「名古屋鉄道の車両史」が出版される。

されており、読み応えのある 1 冊となっています、
なお、当会、当会会員においても資料・写真の提
供などで微力ながら、ご協力をさせていただきました。
名古屋都市センター 資料展

「楽しく学ぶ！役に立つ！みんなのボウサイ
（伊勢湾台風 60 年）」に協力しました
9 月は、大正１２年９月１日に発生した関東大震災
の惨事を忘れないためと、台風の被害が多い時期
であることから、防災月間と定められています。特に
本年は昭和 34 年 9 月 26 日に襲来して犠牲者 5 千
人を超える大災害をもたらした伊勢湾台風から 60 周
名古屋鉄道の創業時から現在に至る車両の車両

年の節目の年であることから、この地方ではそれに

を網羅した「名古屋鉄道の車両史」がアルファベータ

ちなんだ催しが多く開催されました。

出版より出版されました。

名古屋都市センター

著者は名古屋鉄道で鉄道部長を務められた 清水

の 11 階まちづくり広場

武さん、同社で車両課長を務められた田中義人さん

で 9 月 18 日～10 月 10

（当会会員）の名鉄 OB お二人の共著で、2019 年 4

日まで開催された「楽し

月に名古屋鉄道創業から終戦までの車両を記録した

く学ぶ！役に立つ！み

上巻を、9 月に戦後復興期から現在までの車両を網

んなのボウサイ（伊勢湾

羅した下巻の 2 冊に纏められました。

台風 60 年）」もそのひと
つです。
当会で は 、都 市セ ンタ
ーから依頼され、伊勢湾
台風の被害を伝える記
録画像 16 点を提供しました。その多くは白井 昭会
員の撮影で、水没した名古屋市南部や、常滑線不
通で孤立した知多半島の住民用にバスを総動員し
て代行輸送を行った記録、復旧直後の水上を走るよ
うな電車の写真などです。
あわせて、会期中の 10 月 8 日には当会会員で地

▲ 中日新聞の取材を受けられた際の著者、清水武さん（左）と
田中義人さん（右）

図研究家の今尾恵介氏の講演会「今尾さんの地図

～CYUNICHI WEB より転載～

から読み解く自然災害」も開催され、満員の大盛況
現在の名古屋鉄道は愛知電気鉄道や愛岐鉄道な

でした。災害により水没や液状化する地域は、昔は

ど、20 数社の合併を基に形成されていきました。これ

河川敷や干拓地だったところが多いので、昔の地形

ら各々の会社が所有していた車両から、現在の最新

図を見ると防災に役立つということを皆で学びました。
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場所の特定、画像のスキャンのお手伝いさせていた
だきました。

事務局からのお知らせ
［1］NRA 来訪者
・8 月 3 日（土）

四日市市 荒木様

四日市市にお住いの荒木様が来訪され、御祖
父様が旅行した国鉄富田駅友の会のしおり 4 冊
と記念アルバム 4 冊を寄贈いただきました
・12 月 7 日（土） 光文社 草薙様,

▲白井会員提供の伊勢湾台風の被害を伝える記録画像パネル

樹林社 宇佐美様
J・ウォーリー・ヒギンズ 著

光文社の草薙様が来訪され、現在編集中のヒ

「続・秘蔵カラー写真で味わう
60 年前の東京・の日本」を出版

ギンズ氏写真集の第 2 弾である「続・60 年前の
東京・日本」の進捗状況のご報告を頂きました。
また、午後からは、樹林社の宇佐美様が来訪さ

光文社新刊より J・ウォ

れ、同社から発行される書籍「松阪市の昭和」に

ーリー・ヒギンズ著、「続・

使用する三重交通松阪線の写真を貸出すべく、

秘蔵カラー写真で味わ

打ち合わせを行いました。

う 60 年前の東京・日本」

〔2〕2020 年度総会の予定

が、2019 年 12 月 18 日
に出版されました。

予定日：2020 年 2 月 2 日(日) 午後

五輪を前にして 激変

会 場：則武コミュニティーセンター

する昭和 30 年代後半頃

例年の総会会場と違いますのでご注意下さい。

の東京の様子を中心に、

議 題：活動報告、活動予定、収支決算、予算、

今では失われてしまった

役員改選等

懐かしく、そして生活感

詳しくは、後日送付の議案書をご確認ください。

定例活動日

溢れる地方の町の風景
や、人々の様子などが記録されていて、当時の生活
感などを感じていただけると思います。

毎月第 1・第 3 土曜日の 10 時から 17 時まで当会

著者である、J.･ウォーリー・ヒギンズ氏は当時とし

事務所で定例活動を行っております。お気軽にご参加

ては超贅沢なカラーフィルムで全国の鉄道や風景を

ください。

丁寧に撮影され、半世紀以上の歳月を経ても今な
お色褪せない最上質のコダクロームに残されており、
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当会では鉄道写真の多くをお預かりさせていただい
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ています。その中から、前作とは異なる選りすぐりの

NPO 法人名古屋レール・アーカイブス

544 枚にも及ぶ写真を、当時の思い出話とともに公

〒453-0012 名古屋市中村区伊深町 1 番 1 号

開しています。また、当会としても写真の選定、撮影
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