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司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       ⻄澤 文登君 
⻫  唱  「上⽥六文銭 RC の歌」 
委員会報告 
 ・親睦会場委員⻑ 水野 泰雄君 
8/10 サマーナイト例会について 
上⽥東急 REI ホテル 3F 信濃の間にて 
ご家族の皆様と共に是非ご参加下さい 
プログラム   
   役員・理事・委員⻑活動方針発表 

 
 

鉄路の歴史に学ぶこと 
⻄澤 文登君 

 昨⽇、千曲市の⻑野県⽴歴史館に⾏って
まいりました。8月 28 ⽇まで夏季企画展「夢
を乗せた信州の鉄道―失われた鉄路の軌跡
―」開催中で、特に昨⽇は草軽（くさかる）
電気鉄道の記録映像が上映されたのです。
昭和 33 年から 37 年まで現在神奈川県にお
住まいの桑原曻一さんという方が 8 ミリの
カラーフィルムに撮影された大変貴重な映
像でした。桑原さんは 90 歳でお元気という
ことです。この記録は DVD 化され、インタ
ーネット通販で入手可能だそうです。 
 草軽電気鉄道は軽井沢と草津温泉を結ぶ
鉄道で大正４年から一部で営業が始まり全

線開通は大正 15 年（1926 年）ということ
ですから歴史は古いものがあります。全 20
駅、全⻑ 55.5 キロ、浅間山に連なる山々を
縫うように走っていました。パンタグラフ
を先頭に縦に付けた機関⾞は独特で、発電
所建設用に使っていたものを草軽電鉄が譲
り受けて使っていたそうです。私の聞き違
いでなければ所要時間 3 時間ということで
すからなんとものんびりした⾏程だったの
でしょうね。北軽井沢の別荘地から吾妻、
嬬恋、三原と抜けていきます。映像にも出
て来ましたが、嬬恋から三原の間にあった
鉄橋が流されてしまい、結局これが原因で
廃線になったということです。驚いたこと
に各駅に 2 人ぐらい駅員さんが配置されて
いたようです。乗客が全員外に出てくつろ
いでいるシーンもありましたが、字幕で「停
電中」の文字が映し出されると会場に笑い
声が響きました。私は実際に乗ったことは
ありませんが、走っているのを⾒た記憶が
あります。 
 企画展で初めて知ったのですが、小諸に
布引電気鉄道というのがあり営業していた
そうです。島川原から小諸まで走っていた
そうで、⾞で私たちが走っている千曲川沿
いの道は元鉄路だったようです。ただ営業
期間は 10 年ぐらいだったそうで、大正 15
年から昭和 9 年までとなっています。 
 昭和の初め、上⽥周辺には鉄道が何本も
ありました。信越線は大動脈ですが、上⽥
駅を起点として⻘⽊までの⻘⽊線。⻘⽊線
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の途中上⽥原から別所線。その途中下之郷
から⻄丸⼦線というのがありました。これ
は石神、富士山から峠を越えて御岳堂を経
て⻄丸⼦まで伸びていました。同じ上⽥駅
から真⽥、傍陽まで⾏っていた北東線（真
⽥傍陽線）もありました。大門町のはずれ
には上⽥東駅があり、大屋を経て丸⼦に伸
びていました。大正末期、上⽥東駅ができ
たときに開通したのが大門町の通りです。 
それぞれ通勤通学、買い物、また物資の輸
送にと重要な役目を果たしていました。時
代の変遷と共にその役目を終え、今残って
いるのは別所線だけとなっています。 
 上⽥城跡の二ノ丸掘の所に真⽥傍陽線の
プラットホームの跡があります。神川の川
久保橋付近にはトンネルもまだ残っていま
すし、鉄橋の橋脚の跡もあります。今は残
骸だけでしかないかも知れませんが、この
お陰で沢山の人が便利な思いをしたのです。
世の中の人のために働いていたのです。そ
う思って⾒るとなんだかいとおしくなって
はきませんか。 
 私は歴史が好きでここでもよく歴史にち
なんだお話をすることが多いのですが、過
去があって現在があり、そして未来へとつ
ながっていくわけです。よりよき未来のた
めには過去と現在の分析が必要です。過去
を直視し、現在こうなっているのは何故か
を知り、それを踏まえて未来の計画を⽴て
ていくことが幸せな社会を築く一つの要因
であると考えます。歴史に学べとよく言わ
れますが、その通りだと思います。 

松澤 一志君 
1.ＲＩより 
 ・the rotarian 7 月号 
2.⽶山記念奨学会より  

・ハイライトよねやま 196 号 
3.地区事務所より 
 ・地区大会のご案内 
 ・RYLA 開催のご案内 
4.AMU より 
 ・上⽥わっしょい 

AMU インターナショナル連参加者募集 
恵送 
1.蓼科 RC 様・・・クラブ計画書  
全会員配布物 
1. 当クラブ会報  第８９９号 
2.2016-27 年度地区大会 パンフレット 
3.月信 13 号 ⽥中栄一君、山崎芳雄君、 

⻄澤文登君掲載 
その他 
1.古切手のご協⼒をお願いいたします。 
2.会費⼝座引落しありがとうございました。 

田中 栄一君 
 ベース 欠席 メイク 出 席 率 

本 ⽇ 22 4 - 81.82％ 
前々回 23 6 1 82.61% 

 
⻄澤文登君 梅雨は明けたのでしょうか？

暑くなります。ご自愛くださ
い。  

松澤一志君 各委員⻑さん方針発表よろし
くお願いします。 

杉山 裕君 昨⽇は海の⽇だったので、⻘
い海を期待して⽇本海に⾏き
ましたが、どしゃ降りでした。  

宮原宏一君 暑いですね。体⼒維持には 15
分の昼寝です。 

宮澤広一君 毎⽇、暑いです。 
柄澤 堯君 サマーナイト盛大に⾏いたい

と思います。全員の参加をお
待ちしています。 

⽥中栄一君 いよいよ合宿シーズンに入り、
多くの学生が来るようになり
ました。 

肥⽥野秀知君 笠原 一洋君 
⿅志村恭彦君 水野 泰雄君 
中澤 信敏君 中沢利樹男君 
⻄澤 尚夫君 生川 秀樹君 
山崎 芳雄君 横沢  正君 
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役員・理事・委員会活動⽅針発表 

役員の皆様に今年度の方針発表をして
いただきました。 

 

 

 
 
 
 
S.A.A・例会運営部⻑・会報委員⻑ 
            中澤 信敏君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
副幹事・プログラム委員⻑ 
            中沢利樹男君 
 
 
  
 

 
 

              
 
 

クラブ強化部⻑・会員増強委員⻑ 
            山崎 芳雄君 

       

 

  

 
 
出席委員⻑      ⽥中 栄一君 
 

 

 

 

 

親睦・会場委員⻑   水野 泰雄君 
 

 

 

 

 
 
職業奉仕委員⻑   杉山  裕君 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ロータリー財団委員⻑ ⻄澤 尚夫君 
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地区大会にご参加ください！！ 

 

10 月 15(土)・16 ⽇(⽇) 

軽井沢プリンスホテル ウエストで 

地区大会が開催されます。 

 

大勢のご参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

 


