


撮影年月：2019年2月
撮影場所：釧路駅

北海道の釧網本線で毎年冬に運行されている「ＳＬ
冬の湿原号」の出発前、サービス（？）で豪快に煙が
吐いている蒸気機関車と一緒に撮りました。私は蒸
気機関車が現役だった頃は生まれてはいても記憶
はない世代ですが、こういうふうに実物の蒸気機関
車と対面すると、不思議と興奮してきます。トキ鉄に
やってきたＳＬの今後も楽しみです。

撮影年月： 2014年.10月10日
撮影場所： 北斗星ロビーカー内

子供が出来て家族で初めての寝台列車で札幌から
上野を目指して乗車しました。妻と息子にサプライズ
で用意した食堂車でのディナーは、妻はびっくり。息
子はきょとんととした姿で列車内の夕食は格別なも
のだと今も思い出します。
息子は今8歳、当時は2歳ですが今でも記憶があるよ
うです。

65、北海道札幌市 大熊 一精さん

66、北海道札幌市 畑井 哲治さん・陽貴 さん



撮影年月：2020年7月
撮影場所：トキ鉄 有間川駅

雨上がりの7月、夕焼けと雪月花をと思い出かけま
した。残念ながら夕焼けは撮れませんでしたが、雨
上がりの貴重な水たまりに息子と雪月花を撮影でき
ました。

撮影年月：2020年8月
撮影場所：トキ鉄 有間川駅

海の見える有間川駅に夕景を撮りに行った時の1枚
です。ふと見ると真剣に電車を狙う2人。私は電車で
はなく2人の姿に夢中にシャッターを切った良き思い
出です。

67、新潟県上越市 窪田 謙一 さん

68、新潟県上越市 窪田 謙一 さん



撮影年月：2020年７月
撮影場所：トキ鉄 二本木駅

二本木駅でスイッチバックを見学したときの1
枚です。間近でしかも線路と同じ高さにあるス
ペースから見るスイッチバックが迫力満点でし
た。

69、新潟県上越市 窪田 謙一 さん



撮影年月：平成25年9月18日
撮影場所：大宮鉄道博物館

昭和57年、上越新幹線開業の前日、私は昭和57年
11月14日にこの日で廃止となる181系「とき」に乗車
しました。当時私は中学生で、鉄道ファンの友達と
長岡まで乗車し、「こだま型」の別れを惜しみました
（帰路は特急「雷鳥」に乗って、食堂車でコーラを飲
んできました）。その時は30年後に、女房や息子と
一緒に181系「とき」の前で写真が撮れるとは思って
もいませんでした。うれしい思い出です。

70、新潟県新潟市 佐藤 穣 さん

71、新潟県新潟市 佐藤 穣 さん



撮影年月：平成8年2月
撮影場所：都電荒川線三ノ輪橋駅

大のおじいちゃんっ子だった自分。出掛ける時はいつ
も電車であちこちに連れて行ってもらいました。
そんな事もあり、物心ついた時から鉄道マンになる事
を夢見ていました。鉄道会社から内定を頂き、祖父に
報告した時の嬉しそうな顔は今でも鮮明に覚えてい
ます。残念ながら祖父は入社した年の冬に亡くなって
しまいましたが、祖父との思い出はずっと忘れる事は
ありません。
今回はそんな祖父に撮ってもらったこの1枚を応募さ
せていただきます。

撮影年月：2020年 9月
撮影場所：有間川駅

ET122がやってきたところをカメラを構えている弟と
正面から。

73、新潟県上越市 窪田 智人 さん

72、千葉県船橋市 清水 康平 さん



撮影年月：2020年 11月
撮影場所：雪月花車内（名立）

雪月花特別乗車体験会で初めて雪月花に乗車し家
族で楽しみました。海に虹がかかっているの見て感
動し思い出深い乗車体験となりました。

74、新潟県上越市 窪田 義人 さん

75、新潟県上越市 窪田 光恵 さん

撮撮影年月：2020年 8月
撮影場所：有間川駅

夏の夕方、貨物が速く走り抜けていく所をお父さんと
一緒に撮影しました。



撮影年月：2016年7月26日
撮影場所：特急しらゆき車内

毎年、実家のある柏崎の花火大会を見に行って
います。この年は午前中に用事があり、新幹線で
少し遅い昼食に駅弁を食べてました。しらゆきに
乗り換えて間もなく、明らかに眠そうなのに、「眠く
ない！」と言い張り頑張って起きていようとする息
子の顔が面白かったので撮影しました。

撮影年月：2015年11月23日
撮影場所：トキ鉄 直江津駅

北信越スタンプラリー2015の全駅制覇の特典？で
親子駅員体験に当選しました。直江津駅のいろい
ろなところを見学したり、越乃Shu＊Kuraのお見送
りや特急しらゆきの構内案内放送など貴重な体験
をさせていただきました。この時からいつか乗って
みたい！と思っていた 越乃Shu＊Kuraには、昨年
ようやく乗ることができました!!
今は、鉄印を集めてあちこち出かけています。スタ
ンプラリーと違って締め切りがないので、のんびり
集めています。

76、富山県富山市 伊野部 真実 さん

77、富山県富山市 伊野部 真実 さん



78、富山県富山市 伊野部 真実 さん

撮撮影年月：2015年3月14日
撮影場所：富山駅

鉄道大好き!特に新幹線が大好き!!な息子のために、
母は頑張って北陸新幹線開業日の1番列車の切符
を取りました!当日はすごい人で、子供たちは一生懸
命旗を振っていますが車体は一切見えず…乗車す
ると車体は見えませんから、息子本人は北陸新幹線
一番列車に乗ったという事に気付いていません。



撮影年月：2015年3月1日
撮影場所：トワイライトエクスプレス車内

(奥羽本線象潟付近)

豪華観光列車と銘打って、北海道と関西を結んで
いた寝台特急｢トワイライトエクスプレス｣。でも私に
とっては家族を連れて故郷に向かう、大事な帰省列
車。 しかしこの日は違って、私ひとりで乗車。最終
運行が近いこの日はサロンカーのクイズ大会に、食
堂車のパブタイムなど、すっかり熱く楽しみました。
車掌さんも盛り上げ上手で、その絶頂のワンシーン
がこれ。1日車掌3人分を体験させてもらいました。

79、北海道久遠郡せたな町 河原 泰平さん



撮影年月：2014年12月23日
撮影場所：SLはこだてクリスマスファンタジー号車内

(函館本線仁山付近)

息子ほど熱く鉄道に興味があるわけでない娘。どう
やってSL乗車に付きあわせようかと悩んだ答えが、
SLクリスマスファンタジー号。 サンタさんやトナカイ
さんが乗っているよ！！と大喜び。きっと翌日のイブ
の夜は娘のところにも、SLがそりを引いてやってきた
ことでしょう。

撮影年月：2015年5月2日
撮影場所：北斗星車内(東北本線宇都宮付近)

この日の寝台は個室が取れず、2段式B寝台。ガッ
カリしている自分を尻目に、はしごの上り下りに興じ
る子供たち。なんだ、そうか！立体感も楽しみのひ
とつなのか！！ すっかりアスレチック状態となった
北斗星の、朝。

80、北海道久遠郡せたな町 河原 泰平さん

81、北海道久遠郡せたな町 河原 泰平さん



82、新潟県長岡市 田代 雄介さん

83、新潟県長岡市 田代 雄介さん

撮影年月：2020年11月
撮影場所：上越線越後湯沢駅

秋の湯沢へ家族で温泉旅行に行った時に撮った１枚。
国鉄時代からの駅名票が今も残っていました。白黒の
平仮名のぶっとい駅名票、懐かしいですよね。古き良
き鉄道のアイテムが、片隅にでもいいのでずっと残って
いってほしいです。トキ鉄にも期間限定で復活すれば
いいのにな。

撮影年月：2018年10月
撮影場所：トキ鉄 直江津駅

特急しらゆきを見送る息子を撮った１枚。家ではプ
ラレール。散歩に行けば踏切へ。ハッピーセットは
トーマスと本当に鉄道が好きで、一番好きな車両は
トキ鉄と信越線を走るレッドサンダー(貨物機関車)
です。鉄道から夢をいっぱいもらって、大きくなって
ね。



撮影年月：1976年の夏
撮影場所：長野県須坂市臥竜公園のデゴイチ

(D51 401)

父と3歳の私。
物心ついた頃から鉄道好きだった私を父はよ
く線路側や保存蒸気機関車に連れてってくれ
ました。須坂市の臥竜公園はよく連れて行っ
てもらいました。
今年は直江津駅に生きたデゴイチを見にいき
たいですね。

撮影年月：1980年の初夏
撮影場所：須坂市の臥竜公園のデゴイチ

当時小学校一年生の私。ヤクルトスワローズが昔
は国鉄スワローズであったと聞いた私はスワローズ
の帽子をかぶっていました。今でも熱烈なスワロー
ズ ファンです。

85、 長野県長野市 宇都宮 庸雄さん

84、 長野県長野市 宇都宮 庸雄さん



86、 長野県長野市 宇都宮 庸雄さん

撮影年月：1985年9月15日
撮影場所：飯山線戸狩駅

同級生と飯山線の気動車の前にて。この頃は何
処にでもいたキハ58系ですが今はもうなかなか会
えない車になりました。この頃は南海ホークスの
帽子をかぶってますね。野球帽は鉄道会社の
チームを好んでかぶってました。

87、東京都葛飾区 金子 雅人さん
撮影年月： 2013年8月
撮影場所：大井川鉄道井川線 列車内

当時の職場の鉄道旅好きな3人で大井川鉄道
へ日帰り旅行に出かけました。夏の暑い一日、
ビール片手に旧型客車の窓から入る爽やか
な風を感じながら、大井川鉄道の旅を大いに
満喫しました。写真は、車内での記念写真
サービスで撮ってもらった一枚です。「はい、
チーズ」ならぬ「しゅっぽっぽー！」の掛け声と
ともに、
カメラマンがシャッターを切る、そんな楽しい旅
の思い出の一幕です。



88、新潟県上越市 荒木 ミネさん

撮影年月：2019年
撮影場所：トキ鉄 高田駅

憧れの真っ赤な車両の雪月花と雪国
高田駅にて記念の一枚

89、東京都大田区 高田 大輔さん

撮影年月：2020年8月
撮影場所：多摩川の河川敷

夏休みの夕暮れ時に、河川敷まで息子を連れて家
族でお散歩に出掛けた時の1枚です。近所のスー
パーのお菓子コーナーで買ったドクターイエローの
おもちゃを片手に、初めて本物のドクターイエローを
見に行きました。息子も本物のドクターイエローに興
味津々。ほんの1分弱の出来事でしたが、写真に残
せて良かったです。



90、富山県富山市 森本 英文さん

撮影年月：令和元年１０月１１日
撮影場所：JR北海道・札沼線新十津川駅

家族で北海道に行く機会があり、およそ２０年ぶり
に札沼線に乗ってきました。始発列車で向かう予定
が、案の定？娘が寝坊したため特急ライラックで滝
川駅まで乗車、そこからタクシーに乗り換えて新十
津川駅へ。無事、１日１本だけの列車の到着に間に
合ったので、娘と一緒にカメラに収めました。


