
牛たん 炭焼  利久 東七番丁店	
仙台駅東口から徒歩 3 分
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※ 関東地方にも 5 店舗あります。( イオンレイクタウン店・池袋店・赤坂店・アトレ吉祥寺店・仙臺たんや利久 東京駅店 )

【今号の見どころ】

（1・2面）全力特集・東日本大震災から一年
（3面）CTIN Artist Selection 木下直子
（4面）【速報】長瀞火祭り
　　　CTINからのお知らせ

【制作・配布ご協力店舗】

◀ 2月 4日に営業を開始した仙石線陸前赤井
　駅新駅舎

2012.-2.25撮影

東日本大震災から一年
今こそ、東北に力を。

【CTINとは】デザイン・フェスタ（毎年 2 回東京ビッグサイト
で開催）やデザイン・フェスタ・ギャラリー原宿などでの鉄道写
真・花火写真展示、ライブ写真の撮影及びアーティストさんへの
提供などで活動する個人ユニットです。
【主な活動範囲】埼玉県・秩父鉄道沿線及び宮城県を中心とした
南東北。但し、機会に応じて日本全国どこでも行きます。
花火は関東北部・南東北を中心に年十数大会。ライブはアコース
ティック系が多いですが特に限定していません。
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写真で伝える

フリーペーパー
Produced by

◀仙石線あおば通発の電車は高城町での折り 
　返し運転。代行バスへは松島海岸で乗り換 
　え。205系電車で運転中。

　2012.-2.19 福田町にて

▶石巻線は小牛田～石巻で折り返し運転。 
　3月 17日からは渡波（わたのは）まで運転
　区間が延長される。

2010.-2.25石巻にて

▲仙石線矢本～石巻間はキハ 110系気動車で運転中。3月 17日
　からは 1日 4往復が陸前小野まで延長運転となる。

2012.-2.25　陸前赤井～蛇田間にて

　3 月 11 日で東日本大震災から一年。
　東北地方太平洋沿岸部の津波被害はテレビでも大きく報道され
ました。宮城県を走る仙石線も、駅や列車が津波に流されるなど、
多大なる被害に見舞われました。当初は全線で運転できない状態
でしたが、徐々に運転区間を延長し、現在はあおば通～高城町間、
矢本～石巻間で折り返し運転、松島海岸～矢本間でバス代行輸送
が行われています。陸前赤井の変電所が被災のため、矢本～石巻
間は電車による運転が出来ず、気動車による運転となっています。
　3 月 17 日からは復旧工事の進展により、運転区間は陸前小野
まで延長（1 日 4 往復、代行バスは矢本までのまま）、また、石
巻で折り返しとなっていた石巻線も渡波まで運転区間が延長とな
ります。蛇田、陸前赤井は新駅舎に建て替えられ、陸前山下も新
駅舎を建設中。一歩一歩、前進しています。

▶仙石線陸前山下駅は新駅舎建設中。
2012.-2.25撮影



2012.-2.19　陸前富山駅にて

2004.-3.14　陸前富山駅にて 2003.12.23　東名駅にて

2012.-2.18　東名駅にて 2012.-2.19　野蒜駅にて

2003.-3.23　野蒜駅にて

　一方で、沿岸部を中心に、まだまだこれから、の地域も多数あります。ボランティ
アの力も必要ですが、行政の意思決定がなければどうにもならないこともたくさんあ
ります。
　例えば、陸前大塚駅の先から、野蒜～陸前小野間の鳴瀬川橋梁の手前までは内陸側
への線路の移設が予定されており、報道によると 2015 年完成予定となっています。

　そこにレールがあって、そこを走る車両があって、レールを維持してくれる人がいて、
列車を安全運転してくれる人がいる。このような日常に改めて感謝しています。
　自然の脅威により尊い命が奪われ、残された人たちの生活基盤も奪われ、これから
長い道のりをかけて、元の暮らしを取り戻さねばならない。
　このような地域にも、レールは絶対に必要です。

　東北の未来のために、私たちは何をしなければならないか。
　…実は、余り堅苦しく考える必要はないと思っていて、とにかく、現地に足を運ぶ
こと。これに尽きます。他地域の人たちが足を運ぶことで、現地の人たちは仕事がで
きます。消費が伴わなくても、ただ、お話をするだけでもいいんです。お互いに得ら
れるものがあるはず。その中で、次にするべきことが見えてくるかもしれません。

　2013 年 4 月から 6 月まで、仙台・宮城ディスティネーションキャンペーン「笑顔
咲くたび 伊達な旅」が開催されます。また、これに先立ち、今年の 4 月から 6 月まで
プレキャンペーンが開催されます。是非、宮城県外の皆様も、宮城県に足を運んでい
ただき、宮城県の魅力、暮らす人々の温かさに触れてください。

　CTIN は、次の 2 つを誓います。
　2011 年 3 月 11 日に発生した大震災を、絶対に忘れません。
　そして、これからも、東北地方、宮城県を全力で応援し続けます。

2004.-4.26　陸前大塚～東名間にて

2012.-2.19　陸前大塚～東名間にて
ここから先、陸前小野までの間（鳴瀬川
橋梁手前まで）は約 500m内陸側へ線
路が移設される予定です。



主な出演会場 : 代官山 NOMAD、赤坂グラフィティ、 
　四谷天窓 .comfort、恵比寿天窓 .switch、真昼の月夜の太陽 など
公式サイト　http://kinoshitanaoko.com/

【CD】「ヒカリ」2012年 3月 14日発売、11曲入り 2500円
　ライブ会場、配信、IRVING shop、amazon等ネットショップで発売
　1.ひまわり　2.雲のすき間　3.まだ見ぬ光　4.ツヨガリ、ヨワムシ　5.ピアスとオレンジ
　6.僕の彼女　7.心の色　8.Hello,Hero 　9.たったひとつの恋　10.最後の音符　11.ヒカリ
ニューアルバム発売記念企画ライブ【会場】代官山 NOMAD
【日時】3月 14日（水）開場 18:30 開演 19:00【料金】前売 2500円 当日 3000円（ドリンク別）
【出演】木下直子【友情出演】ヒグチアイ /吉村かおり /シミズリエ /やもとなおこ /詩 -uta- /鈴木友美

Artist Selection
CTIN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。

　人を元気にさせてくれる歌声のピアノ弾き語りアーティスト、木下直子さんです。
　比較的早い時期に活動を始められたこともあり、今年で活動 15 周年だそうです。
コンスタントな活動実績を持ちながらも常に挑戦の姿勢が感じられる彼女ですが、
ライブを観ていると常にそこには一筋の光が通っているような気がしています。
　…という文章は 1 か月前から考えていたのですが、後から耳にした、3 月 14 日に
発売となる 7 年ぶりのフルアルバムのタイトルは「ヒカリ」。偶然ですかね。
　木下直子さんにも「こだわり」について伺ってみました。

Q1. あなたの「人として」の「こだわり」は何ですか ?
　ごく当たり前のことかもしれませんが、人とはちゃんと向き合うということ。
　正直に、まっすぐ向き合えば、相手も大概は向き合ってくれる。
　開かなければそこで終わってしまうことも、嘘や表面だけでなく、こちらがまず
開けば変わってくるということも多いのではないかなって思ってます。

次号 Vol.6、第 5回はギター弾き語りシンガーソングライター、やもとなおこさんです。

CTIN 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。

 2012年 2月 16日 赤坂グラフィティにて

Q3. 読者の皆様に一言お願いします。
　今回、初めて木下直子を知ってくださった方、いつも応援してくださっ
てる方、読んでくださってありがとうございます。
　私はライブが大好きです。
　みなさんと同じ空間で同じ音を共有できる瞬間がたまらなく好きです。
　それは活動当初からなにも変わらず心にあります。
　きっとこの先も、私はずっとずっと、歌を作って歌います。
　もっと多くの人に届くように歌っていきたい。
　ぜひ会いに来てもらえたらうれしいです。
　ありがとう。

木下直子ワンマンライブ
【会場】渋谷 Mt.RAINIER HALL PLEASURE PLEASURE　http://www.pleasure-pleasure.jp/
【日時】2012年 3月 28日（水）開場 18:30　開演 19:00
【料金】前売 3500円　当日 4000円 （全席指定）（入場時別途ドリンク代 500円必要）（未就学児童は入場不可）
【出演】木下直子　the BAND：Ds.畑中誇太朗　B.山口亜子　G.高井城治　G.田中幹人　Key. furani
　オープニングアクト：斉藤麻里
【チケット】木下直子出演のライブ会場、メール予約 (kinonao1@gmail.com)のほか、GET TICKET, チケットぴあ、ローソン
チケット、e+（イープラス）で発売。ライブ会場では、座席を選んで購入することができます。

木下直子
Naoko Kinoshita 

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 ?
　私はどちらかというと歌詞を書く方が曲を作るより好きなのですが、その際に、『言葉』というものをすごく意識しています。
　日本語が好きです。ひらがな、カタカナ、漢字、同じ言葉でもこの使い方によって印象が変わります。
　分かりやすい、簡単な言葉でありながら、その言葉の組み合わせによって自分なりの言い回し、 
メタファーが生まれると思っています。
　どこにでもありふれてる言い回しはあまり好きではありません。
　小説や絵本が大好きなので、歌でちゃんと映像が浮かぶように描けたらと思っています。

 2012年 1月 21日
下北沢 SEED-SHIPにて

 2012年 2月 26日
北参道ストロボカフェにて



　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.4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（仙台市）  ・ホシカワカフェ様（熊谷市）
　・恵比寿天窓 .switch様（東京都渋谷区）　・銀座Miiya Cafe様（東京都中央区）　・赤坂Graffiti様（東京都港区）　
　・デザイン・フェスタ・ギャラリー原宿様（東京都渋谷区）　・furani様

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。(CTIN 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。)

あとがき 　3 月になりましたが、まだまだ時折寒い日があります。どうか体調など崩されぬよう、十分ご注意くださ
い。（お前が一番注意しろ、という説あり。）例年であれば、3 月下旬に秩父鉄道の

SL パレオエクスプレスは運転を開始しますが、今年は 4 月 21 日からですのでご注意ください。
　今号もお読み頂いた皆様、また、ご協力頂いた皆様、ありがとうございました。
　次号 Vol.6 は 4 月 14 日発行予定です。桜の便りをお届けできるでしょうか。

配布ご協力店大募集 !!

 月例展示

場所はいずれも、デザイン・フェスタ・ギャラリー原宿。
旬な写真数点の展示と、「伊達に旅する写真集」、ポストカー
ド等の販売を行います。

3 月 19 日 ( 月 ) ～ 25 日 ( 日 ) WEST アートピース No.9
4 月 23 日 ( 月 ) ～ 30 日 ( 月 ) WEST アートピース No.21

5月 12日（土）・13日（日） Design Festa Vol.35 
（東京ビッグサイトで開催）両日出展予定 !!

【速報】秩父路に春を呼ぶ 長瀞火祭り
　3 月 4 日（日）、長瀞町・不動寺前の宝登山駐車場（長瀞駅か
ら徒歩 15 分、宝登山ロープウェイ山麓駅付近）にて「火祭り」
が開催されました。その様子を写真と共にお知らせします。

【名称「101」の由来】本紙は Vol.3 まで Press の名称で発行して参りましたが、皆様により親しみやすい名
称を、と考え、Vol,4 より名称を「101（いちまるいち）」と改めております。CTIN の活動の原点であり、秩父鉄道
1000 系電車の改造元である国鉄 (JR)101 系電車が語源です。101 系は現在日本を走る通勤電車の基礎を築いた車両で
あり、シンプルなデザインの中に機能美を持ち合わせています。CTIN の活動が常にこの 101 系または流れを受け継ぐ
車両たちの影響下にあること、また、101 系の名前は「いの一番」という言葉に喩えられますが、常に皆さんの「いの
一番」でありたい、という願いを込め、この名前を採用しました。引き続きご愛顧のほど、宜しくお願い致します。

【 Artist Selection掲載について】CTIN Artist Selection は、アーティストさんの音楽以外の部分での魅力
を牽き出し、読者の皆さんにその方の音楽に興味を持って頂くことを主目的に掲載しています。掲載基準ですが、河野
が日頃、ライブ写真を撮らせて頂いているアーティストさんの中から、原則としてワンマンライブまたは主催イベント
等、特に集客が必要とされるであろうイベントが控えていらっしゃる方について、概ね前月を目安に紹介するようにし
ています。原則、こちらでチェックして声を掛けさせて頂いていますが、特に上記のようなイベントが早目に決まった
方は、出来れば早目にお知らせ頂けると幸いです。因みに、3 月 4 日時点で、Vol.7（5 月発行予定）までの掲載アーティ
ストさんが決定しています。

　毎年 3 月第 1 日曜日に開催されるこのお祭りは、秩父地方に
伝わる信仰行事「火祭祈願」を再興したもので、正式名称を「紫
燈大護摩・火渡荒行」といい、修験者さんたち、そして一般の参
加者も燃える火の中を渡り、無病息災を祈ります。
　特に今年は東日本大震災からの復興への祈りを込めた祈願が行
われていました。


