2019 年 1 月

｢粟生線サポーターズくらぶ｣からのお知らせ
■粟生線サポーターズくらぶの集い（第 12 回）を開催します！
粟生線サポーターズくらぶでは、以下のとおり「くらぶの集い（第 12 回）」と「旧 1101
号改造車両撮影会＆親睦会」を併せて開催いたします。
【開催日時】

2019 年 2 月 23 日（土）鈴蘭台車庫 10 時集合※鈴蘭台駅から徒歩約 10 分

①くらぶの集い（第 12 回）
メモリアルトレイン 1151 号車の車内で、くらぶの集いを開催します。
※議案

2019 年度粟生線サポーターズくらぶ運営委員の選出

②旧 1101 号改造車両撮影会＆親睦会
くらぶの集い終了後、現在、鈴蘭台車庫に保管している旧 1101 号車を
動く倉庫に改造した車両の撮影会を行います。
また、貸切列車内で、粟生線沿線の車窓を楽しみながらお弁当を食べ、ご歓談いただく親睦会
デ 101 形

を開催します。

撮影会＆親睦会は、くらぶ会員の同伴者も参加ＯＫ! ご家族やご友人をお誘い合わせて、是非、
ご参加ください！
【当日のプログラム】
・10 時 15 分～10 時 30 分

くらぶの集い（第 12 回）

・10 時 40 分～11 時 05 分

旧 1101 号改造車撮影会（鈴蘭台車庫内）

・11 時 13 分～12 時 50 分

親睦会（貸切列車内）
鈴蘭台車庫発～志染駅～鈴蘭台駅着・解散

※親睦会参加費は、税込 1,500 円（お弁当・お茶と神鉄全線 1ＤＡＹフリーパス付）となります。
※神鉄全線 1ＤＡＹフリーパスの有効期間は、2019 年 2 月 1 日～2020 年 1 月 31 日迄です。
※親睦会の定員は、先着 80 名様（事前申込制）とさせていただきます。
※親睦会では、貸切列車内への飲料等のお持込みは可能です。

【申込方法】
FAX（次項の様式に必要事項を記載）または電話でお申込みください。
申込期限 2 月 18 日（月）
※親睦会お申込後にキャンセルまたはグループ内で欠員が生じた場合は、必ず申込期限
までにご連絡ください（ご連絡がない場合は、お申込み時点での参加費を請求させて
いただく場合があります）
。

くらぶの集い（第 12 回）参加申込書
氏名

年齢

会員番号

連絡先電話番号

撮影会＆親睦会参加申込書
会員氏名

年齢

会員番号

連絡先電話番号

同伴者氏名
会員・非会員

神鉄ビジネスサポート粟生線サポーターズくらぶ事務取扱係
☎078-576-8804 FAX 078-576-8526

会員・非会員

■くらぶ運営委員の選出について
会員の皆様から募集していました、粟生線サポーターズくらぶの 2019 年度運営委員候補を
お知らせします。
このお知らせにおいて、委員候補をご紹介させていただいた後、くらぶの集い（第 12 回）での
承認を経て、運営委員にご就任いただく予定です。
ご意見等がございましたら、2 月 18 日（月）までにくらぶ事務局までご連絡くださるようお願
いします。

委員候補のご紹介
１．再任
おおさき

けんすけ

大﨑 謙介 さん
81 歳 神戸市長田区在住
■ボランティア活動等の経歴
・学校厚生会世話担当として、六甲山歩き活動や
兵庫区ボランティアガイドとして活動
・2016 年 2 月から運営委員として活動

きたじま

ふみあき

北嶋 文明 さん
36 歳 兵庫県西宮市在住
■ボランティア活動等の経歴
・地元自治会で、夏祭りの企画・運営や清掃活
動に参加
・2016 年 2 月から運営委員として活動

しぶや

たかやす

渋谷 高靖 さん
54 歳 兵庫県三田市在住
■ボランティア活動等の経歴
・三田市小・中学校支援ボランティアのほか、地域
祭事のお手伝いや地元自治会で広報活動を実施
・2017 年 2 月から運営委員として活動

しまだ

はるお

島田 晴夫 さん
85 歳 三木市緑が丘在住
■ボランティア活動等の経歴
・平和学習において、小・中学校訪問教育、兵庫県
知事賞・三木市長賞・兵庫県連合自治会会長賞な
どを受賞
・2016 年 2 月から運営委員として活動

■自己紹介
モットーは「心と体の健康」「変化なくして進歩
なし」
2 月で 82 歳になる老爺ですが、いつまでも「面
白い」ことに挑戦したいと思っています。
フリーハイクのブラ歩をこれからもどんどんや
っていきたいと思います。

■自己紹介
仕事でも利用することが多い神鉄の将来につい
て、受け身ではなく、自らがアイデアを出して
持続可能なビジネスモデルを模索するととも
に、話題性のある家族向けの企画を考えたいと
思います。

■自己紹介
自らが運営するブログで沿線風景や神鉄車両画
像を紹介・発信しています。
カメラ版ブラ歩の開催充実を図って行きたいと
思っています。また、その他にも楽しい駅・車
内造りのお手伝いができたらと考えています。

■自己紹介
粟生線沿線の活性化のためには、まず、街づくり
が大切であると考えています。そのために、地域
活性化につながる活動を積極的に行っていきた
いと思います。
また、新興都市の世代交替をスムーズに行ってい
く必要があると考えています。

よねくら

ゆういちろう

米倉 裕一郎 さん
53 歳 神戸市兵庫区在住
■ボランティア活動等の経歴
・
「神鉄沿線あの日・あのころ」ポスター制作（ミュージア
ムトレイン内掲出）
、小野市立考古館・粟生線開通 60 周
年企画での資料・写真提供、小野市コミュニティーセン
ターボランティア講師 他

・2016 年 2 月から運営委員として活動

■自己紹介
神鉄沿線の撮影をライフワークとしながら、自ら
が運営するＨＰやフェイスブックで沿線情報を
発信しています。
これからも自立性と独立性を重んじ、サポーター
の参画意欲を後押ししながら、粟生線と地域の将
来に資する活動と組織作りを目指したいと思い
ます。

２．新任
あかさか

はじめ

赤坂
一 さん
67 歳 神戸市北区在住
■ボランティア活動等の経歴
・神戸市小学校支援ボランティアとして週 1 回活動

■自己紹介
生活の足として利用している神鉄が地域ととも
に元気であって欲しいと思っています。
小さな事でも少しずつ何かをお手伝いしたいと
思っています。

するほか、相撲甚句をうたって老人施設等の訪問
を実施

ふじわら

ひろぞう

藤原 廣三 さん
72 歳 神戸市垂水区在住
■ボランティア活動等の経歴
・2015 年 7 月から「神鉄沿線ぶらり旅」という名称

の団体乗車活動（10～15 名程度で粟生線を利用し
て散歩や食事を楽しむというもので、過去 4 年間
で 17 回の実績）を実施

■自己紹介
鉄道活性化は、定期旅客以外の方々にたくさん乗
っていただく事が大切だと思っています。そのた
めに、神鉄を利用しながら三木・小野や時には北
条鉄道などへ足を延ばして観光地巡りや食事会
などを行いたいと思っています。
また、他の運営委員の皆さんのイベントと連携し
たイベントも開催できればと思います。

■粟生線乗ろう DAY!イベント

3 月 9 日（土）

山田錦の銘酒で乾杯！山田錦まつり号で山田錦まつりへ GO!!
主催：神戸電鉄粟生線活性化協議会
三木市で開催される「山田錦まつり」の開催初日に合わせ、お座敷仕様に模様替えした列車内
で、日本一の酒米・山田錦の銘酒や特製おつまみと三木市出身アーティスト衣川亮輔さんの生
演奏をお楽しみいただきながら、山田錦まつり会場へエスコートします。

※申込方法など詳しくは、2 月 1 日から設置予定の駅置きチラシまたは駅貼り・
車内吊りポスターや粟生線活性化協議会ホームページをご覧ください！

お問い合わせは ･ ･
粟生線サポーターズくらぶ 事務局
神戸電鉄 鉄道事業本部 運輸部 ☎ 078-592-2221
【事務取扱】
㈱神鉄ビジネスサポート ☎ 078-576-8804

【事務局】三木市都市整備部交通政策課

☎ 0794 - 82 -2000

