


撮影年月：2017年5月3日
撮影場所：えちごトキめき鉄道 高田駅⇔南高田間

ＧＷに訪れた、上越市高田に住む祖父母の家そばの線
路沿いにて雪月花に手を振る東京在住の甥っ子姪っ子達
（と、その母親）。乗客の方や乗務員の方が手を振り返し
てくれると、みんな大はしゃぎです。

撮影年月：2019年4月30日
撮影場所：十日町駅

ＧＷに訪れた新潟で、初めての越乃syu＊kuraに乗車する
ため来た十日町駅での甥っ子姪っ子を撮影。 2020年の
ＧＷはコロナ渦で外出出来ませんでしたが、2021年は又

旅行できるといいね。

１、東京都練馬区 渡邉 千洋さん

２、東京都練馬区 渡邉 千洋さん



撮影年月：2017年5月5日
撮影場所：えちごトキめき鉄道 高田駅～糸魚川駅
間の車内

この日は、「雪月花」の午後便に乗る日。出発駅の
糸魚川駅に向かう車内での一コマ。
甥っ子と運転手さんを撮影しました。
この女性運転手さんは、日野正平さんのＴＶ「にっ
ぽん縦断こころ旅」にも登場されていましたね？

撮影年月：２０１６年６月ころ。
撮影場所：JR新潟駅、現美新幹線乗車前

彼女のY子さんと二人で初めてそしてそれで最後になっ
てしまった現美新幹線に初めて乗った時の思い出の１枚。
現美新幹線が２０１６年４月２９日にデビューしたというの
で、二人で、頸城自動車のバスツアーに申し込み、二人
で楽しい旅行をした大切な思い出です。この現美新幹線、
２０２０年１２月１９日をもって運行終了とか、でも二人の
思い出はいつまでも消えません。

３、東京都練馬区 渡邉 千洋さん

４、新潟県上越市 坂井 亮円さん



撮影年月：2010年10月10日
撮影場所：新潟駅新幹線ホーム

この写真は、新潟駅に新幹線を見に行った時に私の両
親が撮ったものです。200系は、2013年に引退してしまい
ました。私は、現役時代には乗ることができませんでした
が今でもいい思い出となっています。

５、新潟県新潟市 K.Yさん

６、新潟県新潟市 K.Yさん
撮影年月：2014年10月4日
撮影場所：山形車両センター撮影

この写真は、山形車両センター公開時に撮影したもの
です。ミニ新幹線では、ありますがこの近さ・このアング
ルからの写真は、かなりレアだと思います。E3系山形新
幹線車両は、E8系による置き換えが発表されているの
で撮影も今のうちです。



撮影年月：2020年11月29日
撮影場所：トキ鉄イベント列車内

この日はえちごトキめき鉄道様のご厚意で貸切列車
を運行していただきました。
特別に許可を得て乗務員室にも入れていただきまし
た。その際に記念に撮影させていただきました。貸
切列車で行った自分がスタッフをしているYouTuber
のオフ会も無事に成功し、ほっとしている限りです。
この場をお借りしまして当日お世話になりました野
村様をはじめ全ての社員の方に御礼申し上げます。

7、新潟県新潟市 K.Yさん

8、大阪府大阪市 酒井 勇人さん

撮影年月：2014年8月17日
撮影場所：越後湯沢駅

この写真は、家族で旅行に行った時に撮影したものです。
車両は、北越急行スノーラビット色681系はくたかです。
2015年に北陸新幹線開業と共に引退しました。今でも、
走る「はくたか」の勇姿が頭に浮かびます。



撮影年月：2020年10月17日
撮影場所：別府駅

JR九州の新観光特急36ぷらす3に乗車させていただい
た時の記念画像です。この列車実は一般販売での枠
が３席しかなく奇跡的に地元の駅が10時打ちに勝った
ので乗車の機会が得られました。数々のおもてなしで
感謝と感動の連続でした。この画像は色々と噛み締め
て写っている画像です。

撮影年月：2020年12月26日
撮影場所：内灘駅前

北陸鉄道浅野川線内灘駅前で雨降る中撮影しまし
た。私自身車を運転しないため金沢駅から内灘方面
の銭湯に行くときなどに利用しました。年季の入った
車両でしたが、どこか懐かしい感じがして好きでした。
もう乗れないと思うと寂しい思いですが、8903+8913
号車を引退前にもう一度見れてよかったです。

9、大阪府大阪市 酒井 勇人さん

10、石川県金沢市 水上 慎也 さん



撮影年月：2020年12月
撮影場所：JR信越本線 横川駅

撮影年月休みの日に、大ヒット 映画にあわせたＳＬ
が走っている事を知って、横川駅で撮りました。初
めて本物のＳＬを見た息子は｢無限列車!｣とおおは
しゃぎでした。

撮影年月：2015年11月
撮影場所：しなの鉄道 坂城駅

思い出 学生時代に乗っていた昔の電車が、坂城
駅で見る事ができることを知って、子供と一緒に見
に行きました。昔の電車を見て学生時代を思い出し
ました。
電車の中にも入れて、子供は運転席に座り、運転
手気分を楽しみました。

11、長野県長野市 増田 哲也さん

12、長野県長野市 増田 香さん



撮影年月：2020年12月26日
撮影場所：直江津運転センター、ヨ6000形車掌車内

娘は鉄道が大好きで、毎日電車を眺めて育ちまし
た。SL D51 827に親しむイベントにご招待いただき、
生まれて初めて、憧れの車両に乗ることができて大
喜び！幼い娘の小さな歩幅に寄り添って会場まで
ゆっくり案内してくださった駅員さん、汽笛の迫力に
驚いて泣き出したのを優しくあやしてくださった売店
の方々、トキ鉄の全ての方々、素敵な体験をありが
とうございました。

13、長野県長野市 増田 香さん

14、新潟県上越市 寄木 結 さん

撮影年月：2015年11月
撮影場所：しなの鉄道 坂城駅

思い出 学生時代に乗っていた昔の電車が、坂城
駅で見る事ができることを知って、子供と一緒に見
に行きました。昔の電車を見て学生時代を思い出し
ました。
電車の中にも入れて、子供は運転席に座り、運転
手気分を楽しみました。



撮影年月：令和２年１１月２３日
撮影場所：雪月花乗車体験会（雪月花車内）

物心ついた頃から大好きだった雪月花。ホームや
沿線で手を振っていた雪月花。乗りたくても乗れな
かった雪月花。でも雪月花乗車体験会でついに子
どもたちの夢が叶いました。当日はあいにくの雨模
様でしたが、出発すると雨も上がり、目の前に広が
る日本海には綺麗な虹が掛かりました。乗車体験
会を経て、もっともっと雪月花が好きになりました。
そして、大きくなったら雪月花の運転手さん、車掌さ
んになりたいという夢が加わりました。

15、新潟県上越市 小山 亮 さん

16、新潟県上越市 小山 亮さん



撮影年月：2020年10月
撮影場所：上野駅（新幹線地下ホーム）

孫と上野動物園に行った帰りに、駅の地下ホーム
に連れて行ったら 目をキラキラさせて大興奮！こ
んな顔、動物園では見せなかったよね。

撮影年月：2020年11月
撮影場所：新高岡駅

富山まで息子が大好きな新幹線と電車に乗って出掛
けてきました。
息子は初めて見るディーゼル式の電車に目を輝かせ、
そしていつもより大きくて変わった音がするのに少し
びっくりしながらも「バイバイバイバイ」と見送っていま
した。
初めての駅や電車に親子共々、満喫出来た旅でした。

17、千葉県流山市 東原 聡さん

18、新潟県上越市 竹田 雄亮 さん



撮影年月：2020年9月
撮影場所：トキ鉄 高田駅

大好きな雪月花！
いつものお散歩での光景です。
発車すると全力で手を振りお見送りしています。

撮影年月：1979年正月
撮影場所：大井川鉄道 千頭駅付近

私の従弟です。お父さんからカメラを借りた彼が、何
か写真を撮りたい、というので、大井川鉄道で千頭
に行きました。 大井川の河原でコッペル1275形SL
を撮っている時の写真です。
SLが近づいて来ると、「今から撮るよ、撮るよ。」と、
とても楽しそうでした。

19、新潟県上越市 竹田 雄亮 さん

20、東京都江戸川区 水鳥 康夫さん



撮影年月：1973年2月
撮影場所：中央本線 中津川機関区

小学生時代の私です。偉そうな恰好で機関助士になり
きっています。 当時、名古屋に住んでいて、先輩と中
津川に遊びに行った時に、 偶然駅のそばに何両もい
るSLを見つけたのです。
生まれて初めて間近にSLを見て、その壮大さに感動し、
以来SLに取りつかれました。 しかし、その後、あっとい
う間にSLは姿を消してしまった時代でした。
この時、このSLが、先日直江津にやってきたD51827と
一緒に仕事をしていたことを思うと感慨深いものがあり
ます。

21、東京都江戸川区 水鳥 康夫さん



私が好きな車両である、キハ183系特急型ディーゼ
ルカーに乗車し、車内放送を録音したく、北海道新
幹線を利用し、弾丸旅行で埼玉県から北海道に向
かいました。
臨時特急ニセコ号には、函館駅から長万部駅まで
乗車しました。その際、この列車との2ショット写真
を撮ることを決めており、長万部駅で下車後、停車
時間を利用し、近くにいた方に撮影してもらいまし
た。ちょっと変わったポーズなのは、愛嬌です。

撮影年月：２００８年１１月
撮影場所：新津駅

今は廃止になった急行「きたぐに」に京都から乗車、
Ｂ寝台下段、三段式寝台の上・中段に比べて比較的
広い下段でゆっくりできました。旅の目的は磐越西線
を走る「ＳＬばんえつ物語号」の撮影です。「急行きた
ぐに」はよく利用しました。廃止になったのが残念です。

22、埼玉県川越市 石坂 優太郎さん

23、京都府向日市 横山 靖司 さん

撮影年月：2019年9月15日日曜日15時50分ごろ、
撮影場所：JR函館本線長万部駅4番線



撮影年月：昭和50年1月12日
撮影場所：下関駅

山陰本線「さよならＳＬ」撮影に行った時に下関駅で
撮影。誰に撮って貰ったかも覚えてないし、赤ヒゲ
485系は九州まで走っていたが何故か「しおじ」を
バックに撮っていた！

撮影年月：昭和50年3月9日
撮影場所：熊本機関区

高森線「さよならSL」撮影後、北九州へ戻るのに熊
本→博多は夜行急行「かいもん」を利用。
その待ち時間の夜、「さよならSL」を牽引した
C12208（現在は大井川鐡道でパーシー）を撮影に
行った仲間と記念撮影！

24、千葉県市川市 木部 智司さん

25、千葉県市川市 木部 智司さん



撮影年月：平成8年11月22日
撮影場所：地福駅付近

「SLやまぐち号」C571検査でC56160＋DE10で走る
との事で、小さかった子供たちを連れて家族でお出
かけ。
子供たちのみを入れて地福駅出発シーンを撮った
一コマ！

26、千葉県市川市 木部 智司さん



撮影年月：2014年7月4日
撮影場所：札幌発、大阪行 トワイライトエクスプレス ダイ

ナープレヤデス内

憧れのトワイライトエクスプレスのディナー。
トワイライトエクスプレスがいよいよ廃止になると知り、ど
うしても1度は乗ってみたい！と、旅行サイトで奇跡的に
チケットが取れました。(しかも最後の1枚！)そしてせっか
く乗るならとディナーを予約。
2人ともオリエント急行を意識して、少しだけお洒落をして
ディナーを楽しみました。
この写真はウェイターの方が撮ってくださいました。ステ
ンドグラスも車窓の景色、お料理と全てを綺麗に入れてく
ださいました。
憧れのトワイライトエクスプレスに乗車でき、ティータイム、
ディナー、パブタイム、モーニングとダイナープレヤデス
を思う存分堪能でき、私たち夫婦にとって忘れられない
最高の思い出となりました。

27、東京都江戸川区 杉山 聡さん・江利子さん



撮影年月：2017年12月17日
撮影場所：いすみ鉄道 キハ28車内

いすみ鉄道レストラン・キハには色々なコースに何
度も乗車していて、この写真はその内の1枚。クリス
マスイブは結婚記念日(入籍)でもあり、クリスマス時
期に走る、このレストラン・キハは私たち夫婦にとっ
て特別な思いで乗車していました。特急と言いなが
らも「特に急がない」という意味の特急。
ゆっくり流れる車窓を眺めながらのレストラン・キハ
は、かつての寝台列車の食堂車でいただいている
ような懐かしい感じがしました。

28、東京都江戸川区 杉山 聡さん・江利子さん



撮影年月：2019年10月19日
撮影場所：くま川鉄道 田園シンフォニー KT-503 春
車内

フルムーン夫婦グリーンパスを使って九州7日間の
鉄旅をしたときの一コマです。
九州に行ったらくま川鉄道乗車は絶対に外せませ
ん！この日も人吉温泉駅から湯前駅まで往復。と
てもいいお天気で少しずつ秋めいた田園風景を走
る車内は、笑いが止まらないほど楽しかったのが今
でも思い出されます。
令和2年7月豪雨では甚大な被害を受け、今は走る
ことができませんが、復旧した際にはまた弾ける笑
顔で乗りに行きたいです。

29、東京都江戸川区 杉山 聡さん・江利子さん



撮影年月：2019年10月
撮影場所：石川県七尾市 のと鉄道「能登中島駅」

私の休日の過ごし方の一つです。一人で旅することが
多いですが、妻と一緒に旅することもあります。写真は、
2019年10月に、のと鉄道の観光列車「のと里山里海
号」に乗車した際、アテンダントさんに撮って頂いたも
のです。
2020年からの新型コロナウイルスの影響により、現在
は旅をすることを控えていますが、また妻と一緒に鉄
道の旅を楽しむことができる日が訪れること願ってい
ます。

撮影年月：2018 年 8 月 13 日
撮影場所： 直江津運転センター内

観光列車「雪月花」に乗車し旅行も楽しんでいま
すが、
雪月花をピカピカにして次に乗車される方に気持
ちよく旅行して貰えるように 「雪月花ピカピカ大作
戦」のイベントに参加しました。 車体を綺麗にして
から、車内で撮影や設備の見学など、 楽しいひと
ときを参加された方と過ごしました。

30、石川県金沢市 中社 圭一さん

31、新潟県妙高市 小宮山 英一 さん



撮影年月： 2016 年 4 月 23 日
撮影場所： しなの鉄道 戸倉駅構内

しなの鉄道の主力車両１１５系の見学会に参加した
ときに自撮り。
車両の構造説明を聴いたり、車掌体験、運転台着
席など、普段は出来ない事を、
存分に楽しみました。
運行中には撮影が困難な所を撮影したり、鉄道ファ
ンには楽しいひとときとなりました。

撮影年月：2020年7月23日
撮影場所：盛岡駅

コロナ禍で外出自粛が続き、旅行に行きたくなって
いた時、思い切って「はやぶさ」の
グランクラスに乗りました。
盛岡での停車時間を利用し、アテンダントさんに
撮っていただきました。
生まれてはじめてのグランクラスに、すっかり魅了さ
れました。

32、新潟県妙高市 小宮山 英一 さん

33、埼玉県さいたま市 松本 拓也さん


