Vol.28

2015.-5.-1 発行

滝桜（福島県三春町）
2015.-4.17 撮影

がんばれ ! ローカル線

磐越西線

（その 1 : 郡山～会津若松）

（6 ～ 9 面）
Artist Selection

伊東和哉

（2 〜 5 面）

無料

Artist Selection

Q1. あなたの「人として」の「こだわり」
は何ですか ?
出会いです。
音楽を通しての出会いはもちろんです
が、何気ない日々の生活の中、人と人と
の出会いはきっと意味をもっていて、ど
んな些細に感じる出会いにもメッセージ
があると感じています。
そんな出会いを大切にするとが自分の
こだわりのひとつです。

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。
主な出演会場 : 青山月見ル君想フ（港区）、
Orange Pecoe（郡山市）、 Re-Acousutic（福島市）
、
長町 RIPPLE（仙台市）、T-LABO（和歌山市）
ほか、関東・東北・関西を中心に多数
公式サイト http://itokazuya.jp/

伊東和哉
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Kazuya Ito

福島県郡山市出身、今は東北、首都圏、関西を中心に全国で
活動するシンガーソングライター、伊東和哉さんです。
見た目通りのイケメンです。中身もイケメンです。
そして客席をがっつり惹き込むライブ。一人でも毎回欠かさ
ないメンバー紹介が楽しいです。あと「熱帯夜」という曲では
どんなフリで来られても、吹き出さずにレスポンスを返してあ
げましょう。
和哉さん、正直、東京よりも福島や仙台で会ってる方が多い
気がしますし、東北に近い割合で関西でも活躍されています。
どこのライブに行っても、地元のファンがいて、ライブ後に
楽しそうにお話しされている姿が印象的です。
伊東和哉さん、6 月 21 日に地元・郡山市民文化センター・
大ホールで 2000 人ワンマンライブを予定されています。この
素晴らしき挑戦への意気込みも含め、いつもの 3 つの質問に
答えて頂きました。
◀長町 RIPPLE にて 2015.-3.27 撮影

▲イオン郡山フェスタ店にて

2015.-3.-8 撮影

▲ Orange Pecoe にて

2015.-4.12 撮影

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 ?
音楽は生活に必要不可欠なものだと感じたのが 3.11 の震災を経験してから。
その時、疑ってしまった音楽の力。
それは確かに存在していて
当時ラジオから流れてくる音楽に奮い立たされ、音楽を続けている中で感じたのは
音楽は人を勇気づけたり、感動したり、明るい気持ちにさせてくれたり
本当に心を豊かにしてくれると感じました。
そんな自分自身が抱いた感情を人にも感じてもらえるような音楽を創りたいと強く
思っています。

【CD】シングル「君なら大丈夫」 2014 年 7 月 2 日発売、3 曲入 1200 円（+ 税）

TSUTAYA WAY、ミヤコレコード、タワーレコード、新星堂などの店舗で取扱い。
ネット通販ではタワーレコード、Amazon、TSUTAYA online、セブンネットショッピングで購入できます。
収録曲：1. 君なら大丈夫

2. ピーターパン

3. 君なら大丈夫 〜 Instrumental 〜

※新しい CD を連続リリース予定です。
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Q3. 読者の皆様に何かありましたらお願いします。

▲長町 RIPPLE にて

2015.-3.27 撮影

音楽活動 10 周年の節目の一年でもある今年 2015 年に僕はひとつの大きな挑戦を決めました。
地元・福島県郡山市にある市民文化センター大ホールにて 2000 人ワンマンを行います !!!!
このコンサートは、自分が更に上の大きなステージに立つための言わばステップのひとつです。
そして同時に郡山出身の身としては、憧れだった舞台のひとつ
今まで応援して頂いた皆さんへの感謝の気持ちと恩返しの意味も込めて、このコンサートを決
めました。
福島の皆さんはもちろん、他都道府県からも是非足を運んで頂きたい大切なコンサートです !!
6 月 21 日
「この日のライヴに参加できて良かった !」
「明日からまた頑張ろう !」などなど
2000 人が 2000 個の感情を抱いて帰ってもらえるような最高のステージにします。
是非遊びにいらしてください !
お待ちしております !
▶四谷天窓 .comfort（高田馬場）にて
2015.-2.20 撮影

【今後のライブ予定】詳細は Web サイト http://itokazuya.jp/schedule/ でご確認願います。
5 月 3 日（日祝）郡山市西田町・デコ屋敷古屋家（第 1 回 西田いいばいまつり）
5 月 4 日（月祝）エスパル福島店
5 月 10 日（日）和歌山城一の橋ステージ / 本町ラグタイム
（わかやまマジカルミュージックツアー）
5 月 11 日（月）尼崎 BLANTON
5 月 13 日（水）仙台 ドラゴンダイナー
5 月 15 日（金）郡山 さとう珈琲本店 5 月 16 日（土）福島 Re-Acoustic
5 月 17 日（日）（11 時 30 分）郡山自動車学校 大感謝祭 2015（16 時）エスパル郡山店
5 月 21 日（木）渋谷 Egg-Man
5 月 22 日（金）和歌山 アグリテラス
5 月 24 日（日）和歌山市民会館・大ホール
6 月 6 日（土）和歌山 T-LABO
6 月 21 日（日）郡山市民文化センター 大ホール
（詳細次頁）
『JUMP UP LIVE! ～福島からエールを～』伊東和哉 2000 人ワンマン LIVE

次号 Vol.29 の Artsist Selection は仙台出身のギター弾き語りシンガーソングライター、小田和也さんです。
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『JUMP UP LIVE! ～福島からエールを～』

伊東和哉 2000 人ワンマン LIVE

【日時】 6 月 21 日（日）17 時開場、18 時開演
【場所】 郡山市民文化センター 大ホール
福島県郡山市堤下町 1-2
【料金】 前売 1,500 円、当日 2,000 円
【出演】 伊東和哉

Re-Acoustic にて 2015.-2.14 撮影
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: 快速停車駅
: 一部の快速が停車
: 信号場（乗降不可）
: 一部の普通列車のみ停車
: 休止中
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安達太良山をバックに、
郡山～喜久田間にて 2015.-4.12 撮影

どうじま

西若松
只見線会津坂下・小出方面
（会津川口～只見間バス代行）

堂島

おいかわ

笈川

しおかわ

塩川

うばどう

姥堂

Ban-etsu West Line
(Part1 : Kōriyama~Aizu-Wakamatsu)

あい づ とよかわ

き た かた

（その 1 : 郡山～会津若松）

会津豊川

喜多方

磐越西線

▲櫛ヶ峰（1,636m）
▲ ▲赤埴山（1,430m）
磐梯山

磐梯 町

新津方面

第 15 回

ひがしながはら

会津若松～新津間については、
機会を改めて詳しく紹介します。

東長原

がんばれ ! ローカル線

猪苗代湖

会津鉄道会津線
会津田島方面

「がんばれ！ローカル線」第 15 回は JR 磐越西線です。
福島県郡山と新潟県新津を結ぶ長い路線ですが、会津若松を
境に路線の性格が大きく変わるので、今回は郡山から会津若松
までを紹介します。
（電化区間は郡山から喜多方まで）
福島県は東から浜通り、中通り、会津と 3 地方に分類されま
すが、その西側 2 地方を結ぶのがこの区間です。中山宿より先
が山岳地帯となり、線路は所々で向きを変えながら走ることを
上の図でも表現してみました。特に、
翁島～磐梯町間は「Ω（オ
メガ）カーブ」と呼ばれる大胆な線形の区間となっており、
また、
磐梯山の近くを走るため撮影ポイントにも恵まれています。
今年 4 月から 6 月まで開催の、ふくしまデスティネーション
キャンペーンに伴いバラエティあふれる臨時列車が運転されて
いますので、それらの様子と共にご紹介します。

♨

磐越東線
いわき方面

磐梯熱海温泉
東北新幹線東京方面

こおりやま
あ さかながもり

安積永盛

東北本線黒磯方面

郡 山
水郡線
水戸方面

普通・快速列車に使用される 719 系。
会津のキャラクター「あかべぇ」が
ラッピングされた車両が多い。
写真は ふくしま DC に伴う
ラッピング車両。
2015.-4.19
磐梯熱海～中山宿間にて撮影
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香椎花園前～唐の原間にて
2015.-1.11 撮影

ふくしまデスティネーションキャンペーン（4 月から 6 月まで開催中）に伴い多彩な列車を運転しています。

SL 福が満開ふくしま号

翁島～更科信号場間にて
2015.-4.18 撮影

喜久田駅にて
2015.-4.17 撮影

磐梯熱海～中山宿間にて
2015.-4.19 撮影

更科信号場～磐梯町間にて
2015.-4.26 撮影

2005 年の福島県あいづ DC をきっかけに 10 年の間、
「極上の会津」を合言葉に観光キャンペーンを続けてきた会津地方。
磐越西線の 719 系は 2006 年 7 月から、
「あかべぇ」のマークと共に磐梯山のふもとを走り続けています。
翁島～更科信号場間にて
2015.-4.-4 撮影

4 月 18・19 日運転（終了）

香椎花園前駅付近にて
広田駅にて
2015.-1.12
2015.-4.25 撮影

快速「あいづ」

6 月までの金曜・土要・休日（6 月 12 ～ 14 日を除く ) と 5 月 7 日運転
（定期快速列車の時刻で置き換えて運転・1 ～ 3 号車指定席）

フルーティアふくしま

4 月 25 日から土曜・休日運転

川桁～猪苗代間にて
2015.-4.26 撮影

車内で福島県産のスイーツを
提供する「走るカフェ」
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更科信号場～磐梯町間にて
2015.-4.25 撮影

9

総力特集

専用道化された
気仙沼～鹿折唐桑間を行く、
大船渡線気仙沼行 BRT
2015.-3.15 撮影

4 年後の沿岸
～その 1 ～
東日本大震災から 4 年がたち、
津波被害を受けた東北地方
太平洋沿岸地域の交通にも
2015 年、大きな変化が
生じています。
2 回に分けて、
現状をお伝えします。
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3 月 14 日、大船渡線 BRT

3 月 14 日、大船渡線 BRT

BRT（バス高速輸送システム）により運転している JR 大船渡線の陸前高田駅
はこれまで道路上の停留所形式でプレハブによる駅舎を併設していましたが、こ
の度、待合室とロータリーを設けた新駅舎が完成しました。また、これまで大船
渡東高校の校舎で授業を行ってきた岩手県立高田高校の新校舎が完成、4 月から
生徒たちが戻ってくるのに伴い、BRT でも陸前高田～高田病院間に高田高校前
駅を新設。これを記念して、3 月 14 日に陸前高田駅でセレモニーが行われました。

同じく大船渡線 BRT で 3 月 14 日からの話題。これまで気仙沼市内は
一般道を通行していましたが、気仙沼～鹿折唐桑間が鉄道線路敷を使用し
た専用道へと移行、これに伴い、鹿折唐桑駅が鉄道駅とほぼ同位置に作ら
れた新駅舎に移転したのと共に、気仙沼駅も鉄道駅構内に移転しました。

陸前高田駅新駅舎・高田高校前駅開業

岩手県陸前高田市
奇跡の一本松
2015.-3.14 撮影

気仙沼〜鹿折唐桑間専用道へ移行

鉄道駅とほぼ同位置に作られた
新しい鹿折唐桑駅
2015.-3.15 撮影

気仙沼を発車した
大船渡線盛行
観光型 BRT
三陸の「海」号
2015.-3.15 撮影

先に気仙沼線 BRT は鉄道駅構内に移転しており、これにより 2012 年 8
月の気仙沼線 BRT 仮開業以来使用されてきた気仙沼駅前の BRT 停留所は
役目を終えました。
一般道を経由しての運転は渋滞に伴う遅れのリスクが伴い、特に気仙沼
駅周辺はそれが顕著でした。小友までは一般道を走行するため完全な定時
運行とまではいかないまでも、今回の専用道化により遅れの解消が期待さ
れます。
気仙沼線・大船渡線双方の BRT が構内から発着するよ
うになった気仙沼駅。一ノ関方面の大船渡線（鉄道）は
奥の 3・4 番線から発着する。
2015.-3.14 撮影
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観光型 BRT おでかけ「旅」号
不動の沢～気仙沼間にて
2015.-3.15 撮影

気仙沼線・大船渡線 BRT

観光型 BRT・電気 BRT 運行中

昨年 3 月より、気仙沼線では観光型 BRT おでかけ「旅」号（上写真）及び電気
BRT（e-BRT・下写真）、大船渡線では観光型 BRT 三陸の「海」号（前頁右上写真）
を運転しています。
本吉～気仙沼間で運転される
電気 BRT（e-BRT）
不動の沢駅にて
2015.-3.15 撮影

3 月 21 日

石巻線全線運転再開・女川まちびらき

かさ上げされた新しい路盤を通り
新しい女川駅に新入する列車
2015.-3.21 撮影

石巻線女川駅は先の津波によりほぼ全設備が流失してしまいまい、2012 年 3
月の浦宿までの運転再開後も 1 駅間のみ不通となっていましたが、地面のかさ上
げと新しい駅舎の建設が行われ、3 月 21 日から運転を再開しました。
今回は駅周辺も含めた新生・女川町の「まちびらき」として、単なる鉄道の運
転再開に留まらない形で大々的な記念セレモニーが行われました。
この日は女川駅のみがオープンとなりましたが、翌 22 日に駅 2 階に併設され
た温浴施設「ゆぽっぽ」、続いて「女川フューチャーセンター・Camass（カマス）」
と呼ばれる交流施設が翌週末 28 日に隣接地にオープンしました。今後も続々施
設が作られ、街づくりが進められます。
尚、まちびらき翌日の 22 日には女川駅前と総合運動公園にて「女川復幸祭」
が開催され、ももいろクローバー Z のライブなどで大変賑わいました。

女川復幸祭の行われた 22 日も
石巻線は全般的に列車の増結が行われた。
石巻～陸前稲井間にて 2015.-3.22 撮影

今回の再開区間、浦宿付近の築堤を行く列車
2015.-3.22 撮影

震災前の女川駅で名物だった
「足湯」も復活
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石巻線始発の小牛田駅でも
全線再開を祝してお見送りが行われた。
2015.-3.21 撮影
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ラム

連載コ

東京発 トーキョー水紀行 ～玉川上水編～

ラム

第 7 回 桜上水〜代田橋
Writer: T.T

連載コ

熊谷発 熊谷発見伝

みなさん、お久しぶりです。熊谷八郎です。
前回は、諸般の事情によりお休みをいただきまして、代わりに本誌代表の河野さんに、
熊谷のお隣・深谷市にある鉄道模型店・Alex（アレックス）さんを紹介してもらいました。
※詳しくは前号参照。そして、今回ご紹介させていただくのは、またまた熊谷のお隣で
ある行田市の忍城（おしじょう）です。※熊谷市の西隣が深谷市、東隣が行田市という
位置関係になります。
忍城は、2012 年に放映された映画「のぼうの城」で一躍脚光を浴びたお城で、文明
10 年（1478）頃、成田顕泰（あきやす）により築城されたと伝えられています。かの
名将・石田三成の水攻めにも耐えた不落の名城として知られ、
別名「忍の浮城（うきしろ）
」
と呼ばれました。この「不落＝落ちない」に引っ掛けて「落ちないお守り」なんてのも
売られています。そして、この忍藩が治めていたのが熊谷宿（くまがいじゅく）
。そう、
熊谷は忍藩の宿場町だったのです。なので、実は今回の忍城、この “ 熊谷発見伝 ” で取
り上げるに相応しいスポットなのです！

新宿から京王線で 10 分ほどの所に、桜上水という駅があります。この駅名の由来となった
のが、駅の北側の流れていた玉川上水の堤にあった桜並木です。ここはもともと、北沢車庫
前という名前の駅でしたが、昭和 12 年に駅名が改められました。そして桜上水という名前は
駅名にとどまらず、戦後は桜上水駅を含めた駅南側の世田谷区の地名となりました。
しかし、肝心の玉川上水は世田谷区桜上水を通って
いないんですよね… もともと駅名の由来となった桜
並木があったあたりは、杉並区下高井戸という地域だっ
たりします。さらに言えば、京王線桜上水駅の隣は下
高井戸駅ですが、この駅の住所は世田谷区松原だった
りします…
それはともかく、このあたりの玉川上水は戦後の高
度経済成長期に暗渠化され、水路面を拝むことは出来
ず、一部は首都高速 4 号線の用地に転用されていたり
もするのですが、桜上水駅の北側のあたりは遊歩道と
して整備されています。桜（ソメイヨシノ）の木も植
えられ、春には綺麗な花が咲き、周辺地域の方々の憩
いの場となっています。（写真 1）

▲写真 1：“ 桜上水 ” の桜並木

そんな忍城ですが、現
在そびえ立っているの
は、かつての忍城本丸
跡に「行田市郷土博物館」として昭和
63 年 2 月 17 日に建設されたもので、
外観はお城ですが、中身は展望室や展
示室となっています。忍城の城下町と
しての行田、足袋のまち行田、東日本
最大の古墳群「埼玉（さきたま）古墳群」
に代表される古代の歴史が残るまち行
田、といった切口で行田の歴史が貴重な写真や資料で紹介されています。殿
様になった気分で入館するもよし、歴史のロマンに浸るもよし、ぶらっと出
掛けてみてはいかがでしょうか。

発見 !

▲写真 2：代田橋駅で京王線と交
差する玉川上水

また、京王線から見える玉川上水の桜、ということになると、代田橋駅のところで玉川上
水は交差しているのですが、ここは暗渠とならずに開水路として残っていまして、ここにも
桜の木が植えられています。電車から眺められるのはほんの一瞬ですが、駅のホームからは
玉川上水の水路とともに、桜の花を楽しむことができます。これも都会のオアシス的存在に
なっているのかな。（写真 2）

● T.T / こうの氏の同級生。のりものとうまいものと時代劇と土木を愛するちゃきちゃきの江戸っ子。
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Writer: 熊谷八郎

行田市郷土博物館
埼玉県行田市本丸 17-23 tel：048-554-5911
開館時間 9 時～ 16 時 30 分（入館 16 時まで）
月曜日（祝日・休日は開館）
休館日
祝祭日の翌日（土・日は開館）
毎月第 4 金曜日（企画展中は開館）
年末年始
一般 200 円 （団体 160 円）
入館料
大学・高校 100 円（団体 80 円）
中学・小学生 50 円（団体 40 円）
※団体は 20 名以上

●熊谷八郎・・・熊谷をこよなく愛するミュージシャン。
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ラム

ラム

連載コ

新潟発   星空への招待 その②

前回から星空への招待ということで
テーマを変えさせていただきました。
今回はお誘いがあって 2 月にオーロラ
を見に行ってみたのでその様子を綴って
みたいと思います。
行ってきたのはカナダ・ユーコン準州
の州都ホワイトホースです。ホワイトホー
スは北緯 60 度に位置し、オーロラが頻
繁にみられるオーロラベルトに入ってい
ます。
滞在したのはホワイトホースの街から
車で 1 時間ほど離れたマーシュ湖のほと
りにある Inn Onn The lake というロッ
ジ。

連載コ

～オーロラを見に行ってきました。～

ホテルを一歩出たら、もうオーロラで
す。いや、外に出なくても暖かな部屋の
中で一杯やりながら眺められます。4 泊

Writer: 篠原 治樹

滞在して、3 晩見ることができました。
またいつか行きたいなぁ。皆様もチャ
ンスがありましたらぜひ！

稲城発   新宿から京王線で 30 分の暮らし

5 月ゴールデンウィーク間近。稲城ではれんげの花が咲きま
す。小さな花ひとつも重なっていけば大きな花畑となり来る人
を楽しませてくれます。
なぜかわかりませんがあの花を見ると草冠を作りたくなる
人ってけっこういると思います。
さてみなさま、この時期の森に入った事はありますか ?
一年の中で様々な表情を見せてくれる森ですが、この時期は
来るものを柔らかく包んでくれる気がします。
見事な黄緑に輝く木々を見ながら歩けばきっと心に感じるも
のがあるでしょう。
私はそんな時思わず深呼吸をしてしまう自分に気がつきま
す。そして逆に普段の呼吸の浅さに気がつきます。
「呼吸」とはまさに生きる基本であり、呼吸の仕方一つで精
神を安定させたり病気になったりもします。
また約 1 日 2 万回以上とも言われますが、そのほとんどは無
意識に行っている為、意識し続けるのは難しいと感じます。
そんな時、
「森に入る」という行動を意識して行うだけで、
自然と呼吸が整って来ると考えると、森が人にもたらす恵みは
図りしれないなと思います。
最近森に行ってないなと思う方はぜひ行ってみましょう。稲
城にはそんなあなたを満たす丁度いい広さの森があります。
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●篠原 治樹（37 歳） 新潟県在住

廃墟・星景写真を中心に撮影するアマチュア写真家です。

Writer: 花枝聖

そしてちょうど新緑の時期、5 月 24 日に森の祭典「いなぎ
森フェス 2015」が行われます。ぜひ遊びに来て感じてくださ
いませ。

いなぎ森フェス 2015
【日時】2015 年 5 月 24 日（土） 9 時 30 分開場、10 時～ 17 時
【参加費】500 円（未就学児無料）
【場所】いなぎめぐみの里山 他（京王相模原線稲城駅下車）
【問い合わせ】green world cafe 042-379-8042
【Web サイト】http://www.inagi-morifes.com/

▲昨年の「いなぎ森フェス」の様子

●花枝聖：シンガーソングライター 兼 京王よみうりランド駅前・green world cafe オーナー
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写真は陸前高田市で市街地造成工事に使われている土砂運搬用ベ
ルトコンベヤー専用吊り橋、愛称「希望のかけ橋」です。
特集で述べた通り、女川町は駅を中心とした「まちびらき」が行
われました。一方、陸前高田市は目下、街となる土地の造成中です。
南三陸町も近い状況かと思われます。
鉄道復活の議論をしようにも、まだ、街を作っているんです。こ
の状況下なら、柔軟にルートを組める BRT の方が輸送機関として
向いていることは明らかです。
そういった、現在の状況を正しくお伝えすることが本紙を含め、
Mc101 の活動の使命と考えています。

【Mc101 からのお知らせ】
デザインフェスタ Vol.41 5 月 17 日日曜日
東京ビッグサイト西ホール ブース番号 A-362,363
イベントは土日開催ですが、Mc101 は日曜日のみ出展です。

http://designfesta.com/
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【制作・配布ご協力店舗】

green world cafe
京王よみうりランド駅下車、改札出てすぐ右、徒歩 0 分
自然と音楽で盛り上がる基地 cafe。週末を中心にライブを開催しています。
〒 206-0812 東京都稲城市矢野口 2208 ステーションサイドビル栗山 2F
Tel: 042-379-8042 営業時間 11 時～ 16 時、18 時 30 分～ 22 時 30 分
一部変則的な営業もありますので、スケジュールは Web サイト
http://green-world-cafe.com/ にてご確認ください。

誕生日企画展示「4 年後の沿岸」
デザインフェスタギャラリー原宿 WEST2-D
6 月 13 日土曜日・14 日日曜日

http://www.designfestagallery.com/

いずれも詳細決まり次第、Twitter 等でお知らせします。

ふくしまデスティネーションキャンペーン

4 月 1 日～ 6 月 30 日開催中

デスティネーションキャンペーンとは、JR グループ 6 社と自治体・観光関係者が連携し
て開催する大型観光キャンペーンです。この期間、福島県内ではさまざまなイベントが
開催されます。是非、自然豊かな福島県へお出かけください。http://dc-fukushima.jp/
Mc101 は、ふくしまデスティネーションキャンペーンを応援しています。
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【制作・配布ご協力店舗】

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 12 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・
ルミネエスト新宿店・牛たん炭焼利久 幕張新都心店・仙臺たんや利久 幕張新都心店・
ラゾーナ川崎店・仙臺たんや利久 三井アウトレットパーク木更津店）
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。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、何卒お声掛け頂きたく、宜しくお願い致します。
【Vol.26 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） ★ green world cafe 様（東京都稲城市）
★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）
★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）★ Free Ride Cafe 様（愛知県半田市） ★八木橋百貨店様（埼玉県熊谷市）
★堀内製菓様（埼玉県熊谷市） ★梅林堂様（埼玉県熊谷市） ★梅月堂様（埼玉県熊谷市妻沼） ★すみれ食堂様（埼玉県熊谷市）
★ cafe NINOKURA 様（埼玉県本庄市） ★芋屋 TATA 様（埼玉県熊谷市）★ leaf room 様（東京都世田谷区）★ Tiki-Poto 様（宮城県仙台市）
★鉄道模型 Alex 様（埼玉県深谷市）★バンダレコードイオンモール名取店様（宮城県名取市）★バンダレコードイオンタウン仙台泉大沢店様（宮城県仙台市）
★ Re-Acoustic 様（福島県福島市）★相模の風 THE めをと様 ★ふわライブ様 ★宇野元英様 ★やましたひろみ様

配布ご協力店大募集 !!

について

鉄道・音楽ライブ・花火などを中心に写真撮影・展示を行っています。地域に根差し
て活動する人たちを応援しています。「Mc101」は私の原点である国鉄（現 JR）101 系
電車への敬意を込めての名称です。Mc は Maniac Cameraworks の略ですが、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。

おかげさまで、福島県入りびたりの 4 月になりました。
まずは、ふくしまデスティネーションキャンペーンの成功を願っていま
す。そして、6 月 21 日、郡山市民文化センター大ホール、伊東和哉さん、
2000 人ワンマンライブ、是非とも成功させましょう。電車に乗って、観光に、そして音楽
を聴きに出かけて欲しい、そういう願いを込めて本紙を作成しています。
今回少し遅らせた分、次号 Vol.29 は間隔が狭まって 6 月 14 日頃発行予定です。

あとがき
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