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ecotran からのお知らせです。 

 

--------------------------------------------------------------------- 

☆ 地域鉄道フォーラム 2018「鉄道と音楽」6 月 9日（土）開催します。 

--------------------------------------------------------------------- 

 地域鉄道フォーラム 2018「鉄道と音楽」はいよいよ 6月 9日（土）と迫ってまいり

ました。 

 10 回目となる今回は、ミュージシャンの向谷実氏、シンガーソングライターのオオ

ゼキタク氏、鉄道アーティストの小倉沙耶氏をお迎えし、これまでの鉄道と音楽の関

係を解き明かすとともに、その未来を楽しく語っていただきます。 

 サプライズの演奏ステージ、乞うご期待。皆様のご参加をお待ちしております。 

○期 日：平成３０年６月９日（土） １３時００分～１５時００分 

○場 所：東武博物館ホール 

  東京都墨田区東向島４－２８－１６ TEL 03-3614-8811（代） 

  東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）東向島駅下車０分     

○参加費：無料 ただし、東武博物館への入場料大人 200 円が必要です。 

○ 募集人員：１８０名  当日先着順。募集人員を超えた場合、立席となります。 

プログラム       

１．来賓あいさつ 国土交通省鉄道局鉄道事業課長 石原 大氏 

２．基調講演 「鉄道と音楽」 ミュージシャン／音楽館代表 向谷 実氏 

３．トークセッション「鉄道と音楽の未来」 

  ミュージシャン          向谷 実氏    

  シンガーソングライター    オオゼキタク氏  

  鉄道アーティスト       小倉沙耶氏 

  コーディネーター／常務理事  向後功作  

詳しくは、http://ecotran.or.jp/act/180609/180609.html 

 

--------------------------------------------------------------------- 

☆ 「神戸発祥の総合商社の源流・鈴木商店を知る」第 1回講演会が開催されます 



--------------------------------------------------------------------- 

神戸市（みなと総局 計画部 港湾計画課）が主催する「神戸発祥の総合商社の源流・

鈴木商店を知る」講演会が開催されます。 

第 1 回講演会は、一般社団法人交通環境整備ネットワーク会員で須磨歴史倶楽部理事

長の小林善彦氏が鈴木商店と鉄道事業について講演を行います。 

講演内容：鈴木商店の鉄道事業は、兵庫県但馬地区の鉱石等の運搬用鉱山鉄道「但馬

軽便鉄道」および九州・筑豊の石炭運搬用鉄道「鞍手軽便鉄道」（大正初期に鈴木商店

傘下の「帝国炭業」が経営）から始まった。旅客輸送としての鉄道事業は、佐賀・久

留米間に計画された「肥筑軌道」、山口県下関に運行された路面電車「山陽電気軌道」、

朝鮮半島南部に敷設された「南朝鮮鉄道」等がある。さらに炭鉱事業と共に石炭運搬

を担った「羽幌炭砿鉄道」と多彩な事業を展開した。 

鈴木商店が手掛け、地域の発展に貢献した鉄道事業それぞれについて振り返る。 

○日時：平成 30 年 6 月 30 日（土）14：00～15：00 

○場所：神戸ポートオアシス 5階 502 会議室（神戸市中央区新港町 5番 2 号） 

○参加費：無料、 

○参加申込みは、6月 8日から先着 60名 

 申し込み先：神戸市イベント案内・申込センター 

 TEL078-333-3372（受付時間：年中無休、9時から 21時まで 

詳 し く は 、

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2018/05/20180521173101.html 

 

---------------------------------------------------------- 

☆公開講座「鉄道とアミューズメント～地下鉄・ターミナル・野球場」が開催されま

す 

---------------------------------------------------------- 

大阪商業大学アミューズメント産業研究所第 10 回公開講座「鉄道とアミューズメン

ト～地下鉄・ターミナル・野球場」が開催されます。 

 

○日時：平成 30 年 6 月 16 日（土）13：30～16：00（受付開始 13:00） 

○場所／大阪商業大学 ユニバーシティホール蒼天 

○受講料：無料 

○定員／300 名 

○対象／学生、一般市民 

講演内容 

1．戦後大阪の鉄道網と商業・アミューズメントセンターの形成過程」 

   講師：谷内正往（大阪商業大学総合経営学部准教授） 



2.「関西の鉄道企業と野球場－その歩みを振り返る－」 

   講師：廣田 誠（大阪大学教授） 

3.「どうなる Osaka Metro グループの関連事業展開」 

   講師：長谷川吉典（前 公営交通研究所事務室長） 

詳しくは、http://ouc.daishodai.ac.jp/ams_labo/event/public.html 

 

--------------------------------------------------------------------- 

☆ 「線路はつづく―レールでたどる兵庫五国の鉄道史―」が開催中 

--------------------------------------------------------------------- 

兵庫県立歴史博物館では、兵庫県政 150 周年記念事業 特別企画展「線路はつづく―

レールでたどる兵庫五国の鉄道史―」を開催しています。 

会期は：平成 30 年 6 月 17 日（日）まで。 

○開館時間：午前 10 時～午後 5時（入館は午後 4時 30 分まで） 

 休館日：毎週月曜日 

○会 場：兵庫県立歴史博物館 ギャラリー 

    （〒670-0012 姫路市本町 68番地 ℡ 079-288-9011） 

○観覧料金 

 大 人：500 円（400 円） 

 大学生：350 円（250 円） 

 高校生以下：無料 

詳しくは、https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/official/ex-2018-pl1.html 

 

--------------------------------------------------------------------- 

☆ 「第５６回運輸政策セミナー」が開催されます 

--------------------------------------------------------------------- 

運輸総合研究所が主催する「第５６回運輸政策セミナー」が開催されます。 

○日 時：平成 30年 6 月 19 日（火）18：00～20：00（開場 17：30） 

         ※ 軽食をご用意いたします。 

○会 場：運輸総合研究所 ２階 大会議室（神谷町駅徒歩 1 分） 

○参加費：１，０００円 

○テーマ：「自動運転の開発、普及促進を支える法制度整備の動向」 

  講 師：小林 豊 

         国土交通省大臣官房参事官（自動車局保障制度参事官） 

○申込は、https://krs.bz/jterc/m/56semi 

  （お申込みは、６月１５日（金）までにお願い致します。）   

 



--------------------------------------------------------------------- 

☆ 第 46 回企画展「進化・深感・新幹線」開催中 

--------------------------------------------------------------------- 

旧新橋停車場 鉄道歴史展示室では、第 46回企画展「進化・深感・新幹線」を開催中

です。 

○期日：2018 年 6月 24 日（日）まで 

○会場：旧新橋停車場 鉄道歴史展示室 

   東京都港区東新橋 1-5-3 

○入場料：無料 

詳しくは、http://www.ejrcf.or.jp/shinbashi/ 

 

--------------------------------------------------------------------- 

☆ ローカル鉄道の健全経営に向けた行政支援のあり方に関する調査 報告書 

--------------------------------------------------------------------- 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング社の調査「ローカル鉄道の健全経営に向けた行

政支援のあり方に関する調査 報告書」が公表されています。 

http://www.murc.jp/thinktank/rc/politics/politics_detail/seiken_180418 

 

--------------------------------------------------------------------- 

☆「ぐんまワンデー世界遺産パス」が発売されます。 

--------------------------------------------------------------------- 

群馬県内の JR 線(一部埼玉県・栃木県内の駅を含む)、上信電鉄線全線、上毛電気鉄

道線全線、群馬県内の東武鉄道線(一部栃木県内の駅を含む)、群馬県内のわたらせ渓

谷鐵道線の普通列車(快 含む)の普通車自由席が乗り降り自由で利用できます。新幹

線や特急列車については、別途特急券等を買えば利用できます。 

発売金額：おとな 2､100 円 こども 1､050 円 

発売期間：2018 年 6 月 21 日(木)から 12 月 31 日(月) 

利用期間：2018 年 7 月 1日(日)から 12月 31 日(月) 

有効期間：1 日 

詳しくは、https://www.jreast.co.jp/takasaki/news/pdf/20160624_info.pdf 

-------------------------------------------------------------------- 

☆鉄道関係等諸情報をお送りします 

--------------------------------------------------------------------- 

「ほくほく線」初の値上げへ、通学定期据え置き 1 

（ニッポンの宿題）地方鉄道、生かす手は 上山信一さん、吉田千秋さん 2 

てっぱく１０００万人突破 4 



鉄道遺産 来年度申請へ 5 

減便、高校生ら切実な声 県が沿線調査 ＪＲに見直し要望 5 

ＪＲ減便「影響ある」４割 自治体と学校 「生活拠点変えた」 6 

ＪＲ九州、日田彦山線の路線収支公表へ 6 

東武鉄道が県民の日を「フリー乗車デー」に 栃木－東武宇都宮間一日無料 7 

駅無人化など合理化策で住民配慮要請 九州知事会、ＪＲ九州に 7 

新型ロマンスカー設計、建築家・岡部憲明さん「広々眺望楽しんで」 神奈川 7 

【関西の議論】「シカ踏切」絶大な効果、逆転の発想が生んだ近鉄の接触事故対策

 8 

新幹線長崎ルート、沿線自治体が負担軽減要望 10 

「直ちに事業化できず」 さいたま市が地下鉄７号線延伸報告書を公表 10 

足利新駅利用者、ＧＷに１日平均８１００人 渋滞緩和や回遊効果も 10 

「えち鉄」利用者、過去最多３６０万人…マイカーから切り替え、通勤客増 11 

鳥塚社長退任へ 地域の誇れる財産 今後は全国のローカル線支援 ／千葉 11 

鉄道｢現場職員｣は 30 年でこれだけ減っていた 12 

全線新設、起工 宇都宮－芳賀 恩恵に関係者期待 反対訴え市民集会も ／栃木

 14 

通勤客増 １７年調査、１２ポイント増３５％「利用定着」 ／沖縄 15 

廃線の危機から延伸へ 最終黒字視野 15 

大手コンサルが提案｢地方鉄道｣再生の処方箋 16 

 

 


