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牛たん 炭焼  利久 東七番丁店	
仙台駅東口から徒歩 3 分
〒 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 2-3-22
Tel/Fax : 022-296-3577
http://www.rikyu-gyutan.co.jp/ ( オンラインショップ )
http://www.gnavi.co.jp/rikyu/ ( 店舗紹介 : ぐるなび )
※ 関東地方にも 7 店舗あります。( イオンレイクタウン店・エソラ池袋店・赤坂店・
アトレ吉祥寺店・仙臺たんや利久 東京駅店・渋谷ヒカリエ店・東京ソラマチ店 )

【制作・配布ご協力店舗】

今号のMc101 Artist Selectionは 小林未郁 さんです。 2~3面をご覧ください。

がんばっぺし気仙

にぎわい戻る大船渡界隈
三陸鉄道南リアス線再開 / BRT盛駅構内乗り入れ

▲盛駅に入線する三陸鉄道南リアス線の列車。
　車両はクウェート国からの支援により導入さ
　れた新型車両 36-700型。右は大船渡線 BRT
　専用道。　2013.-4.28撮影

▲三陸鉄道南リアス線盛～陸前赤崎間、盛川橋
　梁を渡る 36-105号、ネスレ日本社ラッピン
　グによる「キット、ずっと号」

2013.-4.29撮影

3月 1日リニューアルオープン !! 

　4 月 3 日に三陸鉄道南リアス線が盛～吉浜間で運転を再開しました。また、3 月に運
転を開始していた大船渡線 BRT は盛駅構内と周辺の専用道の工事が完成し、4 月 25
日からは鉄道ホームから転換された専用のホームに発着、三陸鉄道とは跨線橋を通らず
に乗り換えが可能となりました。
　一方、長岩鉱山から太平洋セメント大船渡工場まで石灰石を運ぶ岩手開発鉄道も既に
2011 年 11 月から運転を再開しており、順調に運転を続けています。
　公共交通の復旧は地域復興の大きな助けになります。是非皆様も BRT や三陸鉄道を
利用して現地を訪れ、徐々に活気づく三陸・気仙の空気を肌で感じてください。

▲盛駅構内。朝 6時と夕方 6時に大船渡線 BRT
　と三陸鉄道の並ぶシーンが見られる。

2013.-4.28撮影

▲ 2011年 11月に一足先に運転を再開していた
　岩手開発鉄道。太平洋セメント大船渡工場に
　向けて石灰石を輸送する。　2013.-4.30撮影



　満を持して、の登場と言うべきでしょうか。
　ご本人も「とっくに出た気になっていた」
と仰る小林未郁さんです。
　河野個人としても 2006 年 7 月以来で
すのでもう 7 年にもなるファン歴。初台
DOORS で聞いた「ブランコ」のアカペラ
に一耳惚れした瞬間を今でも忘れていませ
ん。透き通る、かつ、力強いボーカルは是非
ライブ会場で体感して頂きたいです。

　
　そして、未郁さんといえば代表曲「毒」を
始めとする楽曲たちの、オリジナリティあふ
れる歌詞にも注目です。
　最近ではピアノ弾き語りによる活動のほ
か、「進撃の巨人」PV、「機動戦士ガンダム
UC」「プラチナデータ」サントラといった、
澤野弘之さん楽曲でのボーカリストとしての
活動も注目を集めています。
　

　いつもの 3 つの質問、未郁さんにも答えて頂きました。　

Artist Selection
Mc101でライブ撮影を行っている、
おすすめのアーティストさんを紹介します。

Q1. あなたの「人として」の「こだわり」は何ですか ?

　「あなた」と向き合うことです。
Q2. あなたの「ミュージシャンとして」の「こだわり」は何ですか ?

　「わたし」で居続けることです。

主な出演会場 :
　Star Pine's Cafe（吉祥寺）、NOMAD（代官山）、四谷天窓 .comfort（高田馬場）、
　swan's cafe（犬山）、 音楽食堂（長岡）、時代屋（福島）など多数
公式サイト：http://miccabose.com/

次号 Vol.15の Artist Selectionは菅井マサトモさんです。

Mc101 では、ライブ写真の撮影に際して必ず事前にアーティストさん及びライブ会場、イベント主
催者さんの了承を得た上で行っています。会場の後方または側面壁際に構え、フラッシュは使わず、
状況に応じてシャッター音の出ないカメラを使用するなど、他のお客様にご迷惑をお掛けしないよう
努めています。

【CD】 ｢糸車｣ 
　2011年 4月 8日発売、11曲入 2500円
　小林未郁ライブ会場と Tower Records、Amazon等で販売
　一、歯車 二、つまみぐい 
　三、焙煎珈琲、挽き立てドリップ 四、一輪刺し
　五、剥製と散歩 六、糸蘭～タガイニワスレナイ～
　七、透明な青 八、臆病者の唄 九、闇市へ 十、糸車
　おまけ　十一、僕のお葬式
※本年 7月 5日のワンマンライブ（下記参照）にて新 CD「紫陽花迷路」発売予定

2013年 4月 17日
Star Pine's Cafe（吉祥寺）にて撮影

小林未郁ワンマンライブ「紫陽花迷路」
【場所】 Star Pine's Cafe（吉祥寺） http://www.mandala.gr.jp/spc.html
【日時】 2013年 7月 5日（金）開場：18時 30分　開演：19時 30分
【料金】 （前売）3200円（当日）3700円（+1drink）
【出演】 小林未郁
【チケット】
　小林未郁ライブの物販コーナーまたは Star Pine's Cafe店頭カウンターまで。
　メール予約はお名前と枚数を記して miccabose@yahoo.co.jp まで。

Q3. 読者の皆様に何かありましたらお願いします。
　小さい頃から音楽で表現をして生きて行きたいと思ってはい
ましたが、それが天職かどうかは分かりません。
　しかしこの表現を自分の意志で選んだからには、追求し続け
て行きたいと思っています。
　今の活動では大多数の方々に一気にお会いする事は出来ませ
んが、１回のライブで少しずつ少しずつ「あなた」という人間
に出会っています。
　今こちらをお読みになって下さっているということも、一つ
の接点なのだと思います。
　次はライブ会場で、「わたし」に会いに来て下さいね。

小林未郁
Mika Kobayashi

▲ 2013.-1.12 エビス駅前バー

▲ 2013.-3.29 Next Sunday（阿佐ヶ谷）

▲ 2013.-3.15 nob（渋谷）

【当面のライブ予定】
　5月 19日（日） swan's cafe（犬山）（ワンマンライブ）
　5月 25日（土） Miiya Cafe（銀座）
　5月 29日（木） 四谷天窓（高田馬場）
　6月 2日（日） veronica（三条）
　6月 3日（月） 桐子モダン（加茂）
　6月 4日（火） Golden Pigs（新潟）
　6月 6日（木） Doppo（四谷）
　6月 10日（月） 南青山MANDALA
　6月 17日（月） Star Pine's Cafe（吉祥寺）
　6月 25日（火） oops!（中目黒）
詳細及び最新情報は公式サイトまたはブログにてご確認を。
予約はメールでmiccabose@yahoo.co.jp まで。

▲ 2012.12.19
　CAVALLINO（川口）

▲ 2013.-5.11
　SEED SHIP

（下北沢）

▲ 2013.-4.20
　時代屋（福島）

【ブログ】「猫かぶり」　
　http://moon.ap.teacup.com/micat/
【Twitter】 @miccabose

【ライブ写真販売のご案内】
Mc101撮影によるライブ写真（当日印刷）
を会場の物販コーナーで販売しています。
　サイズ：A7（74mm× 105mm）
　　　　　クリアポケット入り
　価格：当日分　1枚 300円
　　　　過去分　1枚 200円
※他の方が撮影された写真もあります。
　Mc101撮影分はクリアポケット裏面に
　ロゴ入りステッカーを貼付けています。



▲気仙沼線に直通するキハ 110。前谷地から分
　岐して、BRTとの接続駅、柳津へ向かう。

涌谷～前谷地間にて　2013.-3.17撮影

新シリーズ　
がんばれ !ローカル線　第 1回 石巻線
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2012.-3.17
運転再開

2013.-3.16
運転再開

直通快速仙台へ

気仙沼線
柳津方面へ

本年 3月 23日より運転を開始した石巻線マンガッタンライナー。
涌谷～前谷地間にて撮影

普通列車

▲朝夕に運転する、石巻～仙台間ノンストップ
　の直通快速。仙石線の代わりに通勤・通学輸
　送を担う。キハ 110系が使用される。

小牛田駅にて　2013.-3.24撮影

▲ 3月 16日に再開した浦宿駅付近を走るキハ　
　48による普通列車。

沢田～浦宿間にて　2013.-3.17撮影

▲災害廃棄物輸送列車。石巻市分の輸送は 3月
　で終了し、4月から 6月までは陸前高田市分
　を輸送している。

小牛田～上涌谷間にて　2013.-3.23撮影

※女川運動公園前に発着
　突然始まった新コーナー「がんばれ ! ローカル線」。Mc101 のスローガンである「が
んばる人、地域を応援します。」に則り、地域のために頑張っているローカル線を毎回
1 路線ずつ、写真を中心に紹介します。第 1 回は宮城県北部を走る石巻線です。
　石巻線も東日本大震災により大きな被害を受けましたが、現在は終点女川の一つ手前、
浦宿まで運転を再開しました。津波で流失した女川駅は内陸に移転して再開の予定です
が時期は明確になっていません。
　本年 3 月 23 日、石巻にある石ノ森萬画館のリニューアルオープンに合わせ、石巻線
マンガッタンライナーの運転を開始しました。
　また、石巻港から製紙工場の製品や災害廃棄物輸送を行う貨物列車が 1 日最大 7 往復
運転されています。DE10 がけん引する超大編成の貨物は迫力満点です。

【Mc101協力イベントのお知らせ（仙台）】 
＠なおポップ企画

東北 HAPPY HOLIDAY 2013
～休みなんだったら、うぢさこもってねぇで、ここさ来たらいいべ！～

【日時】 2013年 6月 8日（土）開場 12:00 開演 13:00
【会場】 仙台MACANA　http://www.macana.net/
 Tel:022-262-5454
【料金】 2500円＋ 1ドリンク 500円　※中学生以下ドリンク代のみ
 ※前売り当日ともに金額は同じですが、定員がございます。
　 　お早めに下記アドレスよりご予約ください。
【ご予約・お問合せ専用アドレス】　naopop_info@yahoo.co.jp
【出演（50音順）】
※東北在住、出身ミュージシャン
　秋風センチメンタル / 伊東和哉 / 小山内創祐 / 佐々木順子 / ＠なおポップ（上写真）
　中村維俊 (THE YOUTH） / 沼倉希美 / 平山真衣 / MyPiano / やなぎ（Allenn）
※ゲストミュージシャン
　小玉哲也（大阪） / ナカノアツシ（大阪） / ノグチサトシ（静岡） / 藤田悠治（東京）
　代々木原シゲル（東京）
【フード】宮城のお店による美味しい出店（名取市・hangloosescrappers）
【その他ブース】
　「SORA」（＠なおポップが応援している福島の被災動物シェルター）の展示・物販
【お客さん参加型アトラクション】
　『ハッピーホリデーフォトコンテスト』開催！
　「ハッピーホリデー」をテーマにみなさんの写真をメールにて募集します！
　（5月 26日締切・先にチケット予約をお願いします。）
　みなさん自身の幸せな休日の 1シーンでも、理想の休日でも、観点は自由！
　お送りいただいた写真は選考の上、当日会場で展示させていただきます。
　画質やカメラの性能は関係ありません！
　味のある写真、面白い写真、きれいな写真…など、お待ちしてます！
　また、各出演者のお気に入り写真に選ばれた方には、出演者より
　サイン付プレゼントあり！（2部と 3部の間に発表＆表彰式をします）
※最新の情報は＠なおポップブログをご覧ください。
　http://ameblo.jp/naopop-blog/

Green World Cafe 1 周年を迎えました !

　シンガーソングライター・花枝聖さんが運営する東京都稲城市・京王よみうりランド
駅前の Green World Cafe が 5 月 12 日で 1 周年を迎えました。
　5 月 12 日（日）当日は 11 時から 23 時まで記念パーティーが開かれ、この 1 年で出
演したミュージシャンを中心に様々な人たちによるライブ演奏が行われ、イタリア料理
を得意とするドラマー・アミーゴ岡田さんによる料理が振る舞われました。
　この 1 年、このカフェのおかげでミュージシャンを中心に色々な人たちの目が稲城に
向くようになり、大変喜ばしいことであり、大変驚いています。
　これからも稲城市共々グリカフェこと Green World Cafe を宜しくお願いします。



伊達に旅する写真集
～仙台・宮城へ出かけよう～

発売中 !!1冊 800円 (うち寄付金 300円 )
　A5 判 32 ページに、仙台・宮城の鉄道・観光写真を凝縮しています。
　売り上げのうち、1 冊 300 円分については、宮城県を中心とした被災地支援活動
に活用して頂くよう、寄付を行います。(Mc101 出展の展示会場、牛たん炭焼 利久 
東七番丁店で販売。他は河野までお問い合わせください。)

秩父路総天然色
ミニ写真集

～電車に乗って、出かけよう。～

　Design Festa Vol.35 での展示のコンセプトそのままに、秩父路を走る電車の
色と観光地のイメージの色を対比させて B6 版 16 ページに纏めました。Mc101
出展の展示会場にて販売。または河野までお問い合わせください。

発売中 !!1冊 300円

　フリーペーパー「101」は、カフェ、ライブハウス、ギャ
ラリーなどを訪れるお客様に気軽にご覧頂けるフリーペー
パーを目指しています。現時点ではこれといった御礼も出

来ませんが ( せめてお名前だけでも紙面で紹介させて頂きます。)、配布にご協力頂けるお店の方もしく
はアーティスト様、何卒、メール、Twitter で、あるいは直接お会いしたときなどお声掛け頂きたく、
宜しくお願い致します。
【Vol.13配布ご協力ありがとうございます。】（順不同）
　★牛たん 炭焼 利久 東七番丁店様（宮城県仙台市）  ★ホシカワカフェ様（埼玉県熊谷市）
　★恵比寿天窓 .switch様（東京都渋谷区）　★赤坂Graffiti様（東京都港区）
　★代官山 NOMAD様（東京都渋谷区）　★Green World Cafe様（東京都稲城市）
　★幡ヶ谷 36°5様（東京都渋谷区）　★真昼の月 夜の太陽様（東京都新宿区）
　★四谷天窓 .comfort様（東京都新宿区）　★ Free Ride Cafe様（愛知県半田市）
　★ Bistro&Dining STAGE様　★山野楽器ロックイン・サウンドクルー熊谷様　★くまがや館様
　★ HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1様　★堀内製菓様　★八木橋百貨店様（以上埼玉県熊谷市）
　★宇野元英様　★相模の風 THE めをと様　★＠なおポップ様　★谷口深雪様　★ furani様

　紙面の都合上、正規の記事にはでき
ませんでしたが、GW 前半の三陸訪問

の中で、4 月 27 日（土）に宮城県気仙沼市にて行われた「唐
桑音楽祭」に参加してきました（写真）。また、GW 後半の
5 月 5 日（日祝）には愛知県半田市の Free Ride Cafe にて
行われた Village Market に参加してきました。紙面で紹介
している Green World Cafe や東北 HAPPY HOLIDAY もそうです
が、音楽が地域に与える力は計り知れないものがあります。これ
からも Mc101 ではこういった地域密着の音楽活動を大切に応援
し続けます。次号 Vol.15 は 6 月 14 日（金）発行目標です。

あとがき

配布ご協力店大募集 !!

 について

キックオフ・生誕 41周年記念祭（仮）
　私、河野の誕生日記念展示を半年ぶりの原宿でやります。
　Mc101として初の自主展示です。
【日時】 6月 15日（土）11時～ 20時、16日（日）11時～ 17時
【場所】 デザイン・フェスタ・ギャラリー原宿 WEST 2-B
　　　 http://www.designfestagallery.com/
【料金】 入場無料
【内容】 ・・・すみません。検討中です。
　この 1年に撮影した写真を、より要点を絞って展示する方向で考えてます。
　これまで出した写真集（下記）・ポストカード等は殆ど販売します。
　本誌バックナンバーもできる限り設置したいです。

　2010 年 11 月のデザイン・フェスタ初出展よ
り私、河野の展示活動を「CTIN」の名義で行っ
てまいりましたが、2013 年 1 月よりその名称を

「Mc101」へ改めております。
　鉄道・音楽ライブ・花火などを中心に写真撮影・展示を行い、撮影活動を通じて、被写体
となる方々や地域を応援出来たら、と願っています。
　私の原点である国鉄（現 JR）101 系電車への敬意を込めつつ活動を行っていきたい、という意味
を込め、名称を Mc101 と致しました。Mc は Maniac Cameraworks の略ですが、鉄道の世界にお
いてはモーターと運転台を共に有する制御電動車（クモハ）を意味する略号でもあります。
　引き続きご愛顧のほどよろしくお願い致します。


