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▲前 ▼次

☆４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：日高三股
皆様こんばんは！
東京の日高三股です。
銀河線の最終日に乗車しにいきます。
この日のために会社を休み、最終列車乗車後、夜行バスで札幌に戻り、
そのまま千歳から帰京し出社します。
当日、お会いできる方がいらっしゃったらいいですね～。

... 2006/04/15(Sat) 21:11 No.1485

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：マリオ
皆様こんばんは！
自分も最終日に乗り行きます。前日に帯広入りして、帯広の始発で池田に行きます。その日の行程は下記の通りです。
池田8：16→北見11：43 さよなら銀河線号
北見14：28→池田17：34 各駅停車
当日、お会いできたらいいですね。
... 2006/04/15(Sat) 22:36 No.1486

◇私も… 投稿者：塚本雅浩
最終日は以下の予定で馳せ参じるつもりです…。
小利別10:46→北見11:43 さよなら銀河線号
北見12:30→小利別14:00 さよなら銀河線号
北見21:30→置戸22:17 普通
置戸22:24→北見23:02 普通（本当の最終列車）
もし見かけたら、声を掛けて下さい。
... 2006/04/16(Sun) 01:17 No.1487

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：複電圧車
やっぱり、最終列車（お別れ列車）ですよね。・・・いいなあ！！
よく頑張ったと言ってあげて下さい。私は仕事の関係で１８日に行きますが思いは同じです。
岡女堂駅が出来た日（深名線廃止日でした・・複雑な気分でこの日を迎えました）の事を思い出し
乗車します。
＊、塚本様の「北海道ちほく高原鉄道」の施設記録を見せて頂きました、
（すごいですね、良くこんなにと思います、ご苦労に敬意をはらい見せて頂きました）
この施設も何年かしたら、、、、？
無くなるの？
保存されるの？
忘れ去られるの？
＊、何はともあれご苦労様を言いに１８日池田駅・足寄駅間（本別駅・岡女堂駅）に行きます。

... 2006/04/16(Sun) 18:59 No.1491

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：Taku@Hokkaido
私は 本別－ひろみさん襲撃・池田行最終列車→池田－陸別行最終列車→本別という行動になりそうです。
塚本さま
駅裏団地といえば ４棟しかありませんし、そのうち３棟は独特の名称、もう１棟はＨＰという名称ですし。
所属部は異なると思いますが同業でございます。今後ともよろしくお願いします。
... 2006/04/17(Mon) 21:49 No.1495

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：塚本雅浩
＞ Taku 様
すみません、何のことかよく判りませんでした…(^^;ゞ ＞ 駅裏団地
ご同業でしたか。仕事は違いますが共に頑張りましょう！
... 2006/04/17(Mon) 23:23 No.1497

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：ひろみ＠関東人
おはようございます。本当は行く予定はなかったんですが、運命のいたずらか､偶然この日の最終便の航空券が手元にあり、それを朝いち
ばん便に変更する事により、最終日乗車が可能になりました。
当日、発見いただけましたら、ぜひ声をかけていただければと存じます。
・スーパーおおぞら3号 追分9:44→池田11:51
・723D陸別行 池田12:03→大誉地13:18
・9704D池田行 大誉地14:28→高島15:30
・715D北見行 高島16:37→笹森17:35
・716D池田行最終 笹森18:34→南本別19:19
私のふるさと銀河線は南本別でお別れということになります。
南本別でごんすけさんと合流し札幌へ。翌日は当サイトで進行がある皆様とファイターズ応援オフ会ということで（よろしくお願いします）。
★Taku様
私は南本別降車予定なので、本別から2駅ご一緒できますかねぇ。ぜひよろしくお願いします！
ちなみに、私は途中駅降車予定なので料金箱付近に陣取る予定です。
... 2006/04/18(Tue) 09:58 No.1499

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：日高三股
皆様
お会いできる方がいっぱいいらっしゃいますね。
スケジュールをまだ決めていないのですが
さよなら列車上下線と北見着の本当の最終列車には乗るつもりです！
どこの駅で降りようか迷っています。
思い出の駅がたくさんありすぎて・・・
もっともオフ会でほぼ全駅連続下車しましたもんね。
hiroさん、２０日のスケジュール表ありがとうございました。
参考にします。陸別の弁当はずせないですね。
マリオさん、塚本さん、Takuさん、ひろみさん
もしやと思ったら声をおかけしますので
よろしくお願いいたします。
格好もオフ会と同じような格好でいきます。
意味ないですか？？？
本日夜の千歳便で向かいます。
廃止最終日乗車は富内線以来です・・・
... 2006/04/19(Wed) 09:14 No.1505

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：日高三股
ただいま「まりも」車中。南千歳で鈴木宗男議員にお会いしました。議員も足寄駅でのセレモニーのためにまりもで移動中
... 2006/04/20(Thu) 00:09 No.1507

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：日高三股
いま池田発始発列車発車しました。天気はあまりよくありません。
... 2006/04/20(Thu) 05:07 No.1509

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：ひろみ＠スーパーおおぞら3号
まもなく池田に着きます。
今日は混雑してても驚かないようにしなきゃ（笑）。
曇り空…雨もしっとり落ちてるみたいですな。
Suicaペンギンを鞄につけた人間が私です。見掛けたら優しく声をかけてくださいな。
... 2006/04/20(Thu) 11:45 No.1510

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：日高三股
最終列車に向けて一休みしまーす！
いろいろな駅でのセレモニーは盛りだくさんでした。
今のところ足寄から陸別までの鈴木宗男議員と松山千春氏の
さよなら列車同乗が私の一番でしょうか・・・

先頭車輌の密集度すごかったですよ。
お会いできた方もお会い出来なかった方も
最後まで満喫されてください。
そして、最終日に乗車できなかったオフ会メンバーも
心は一緒です！

... 2006/04/20(Thu) 14:23 No.1511

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：たけ
日高三股さま
北見発最終列車に乗車されたのでしょうか？３両めの通路に立っていませんでしたか？
私は、先ほど生放送で見ていましたが・・・。
... 2006/04/20(Thu) 21:44 No.1512

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：Taku@Hokkaido
池田駅で ひろみさん ごんすけさん 久住さんと改札前でお会いし、最終の陸別行きに乗車してきました。
特急スーパーおおぞらが大雨の影響により、根室線：厚内駅～幕別駅間で、列車の運転を見合わせ。９号とは幕別駅＝池田間をタクシー
代行で接続をとったとのこと。12号は信号場停車のため接続できなかったようです。
... 2006/04/20(Thu) 21:54 No.1513

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：TAKA
日高三股さま みなさま
こんばんは。
わたしも９：００のＮＨＫのニュースを見ましたが、アレッ?と思い…。
とうとう、北見最終列車が行ってしまいました。雨も強く降っており本当に涙雨でしたね。
ふるさと銀河線、１世紀近く本当にご苦労様でした。
... 2006/04/20(Thu) 22:02 No.1514

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：Taku@Hokkaido
全国ニュースで放送されたんですね＞NHKの中継
... 2006/04/20(Thu) 22:06 No.1515

◇Re: ４月２０日銀河線最終日乗車 投稿者：日高三股
いま置戸到着です。
たけさま
多分それは私です。
ＮＨＫのカメラずっとこっち向いてました。
... 2006/04/20(Thu) 22:17 No.1516

☆本別在住に・・・ 投稿者：Taku@kitami

▲前 ▼次

こんばんは １ヶ月すぎて夜会のお話などがでてきていますね。
そういっているうちに私へも異動の内示が・・・ 十勝管内本別町勤務となり、来週引越です。
てっきり本別駅が一望でき、跨線橋で駅を通らずにホームへ行けると思っていたのですが、自宅は別の場所でした・・・
銀河線もあと１ヶ月となりますが、こちらへお越しの際はお声かけください。（しかし４月の週末はいないんですけど）
... 2006/03/29(Wed) 21:59 No.1450

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：たけ
銀河線の定点観測！よろしくおねがいします！
4月20日にむけて今まで以上に賑わっているんでしょうね。
オフ参加者の中にも、またその日に向けて撮影に向かわれる方もいるそうですし。
... 2006/03/31(Fri) 13:16 No.1452

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：Taku@Kitami
当方のBlogに たけさまのご提案で、ふるさと銀河線 本別定点観測を始めました。
トマムさまの質問（日割定期券）なども載せています。
... 2006/04/07(Fri) 22:59 No.1463

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：複電圧車
４月１８日、足寄駅から本別駅に降ります。
（足寄駅へは１３時頃につくバスで帯広から入ります）
足寄駅１４時１３分発で本別駅へ、
本別の柏木町に用件がありその後 タクシーで岡女堂駅まで行き
岡女堂駅１７時０３分で池田に行きます。
池田駅１７時４０分の普通で帯広に行きます。
こんな予定です。もし同じ時間帯で行動される方お声がけを下さい。
紺の帽子（錨のマークとひさしカレーライスが付いてます）
話し声はバリバリの関西弁です。
よろしく！！
... 2006/04/09(Sun) 19:46 No.1464

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：トマム
＞Ｔａｋｕ様
情報ありがとうございます。４月２０日までの定期券を永久保管したかったのですが残念です。
ちなみに、撮影や銀河線目的ではないのですが、１６日に東京～旭川、１７日に旭川～足寄～北見、１８日に北見～陸別～帯広～東京へと
移動します。時間があれば（って言うか無理矢理作る予定）銀河線の駅に立ち寄って永久保管用の乗車券が買えればと思っています。
... 2006/04/10(Mon) 02:08 No.1465

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：複電圧車
＞トマム様へ。
１８日、ちほく高原鉄道で同じ「スジ」になるようでしたらお声がけいただければ幸いです。
私も強行軍のスケジュールです。散りゆく「桜」にエールを送りましょう。
... 2006/04/11(Tue) 20:56 No.1466

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：ひろみ＠関東人
こんばんはです。
ふるさと銀河線最終営業日である20日、別に意識してたわけじゃないんですがこの日の夜の航空券を確保してたんですよ、実は。東京→札
幌ですけどね。
これを無理やり朝一番便に乗るように当日の朝に変更をかけてしまい、無理やり仕事を休んでしまえば最終日の乗車が可能になることが判
明（笑）。ということで、これから折衝に入ります。
... 2006/04/12(Wed) 02:32 No.1467

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：Taku@Kitami
複電圧車さま
仕事中で抜け出すのはムリです・・・残念
トマムさま
日曜日18:00～富良野でプチオフということでよろしくお願いします。１日散歩きっぷなどでいらっしゃる方おられませんか？
20:39の滝川・旭川行にあわせて解散です。ちほく線方面へ回送車もあります。
ひろみさま
それってめっちゃ確信犯じゃないですか・・・ＧＷの特典航空券変更できずに四苦八苦しています。

... 2006/04/12(Wed) 07:42 No.1468

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：ひろみ＠関東人
いえいえ、本当は翌日の東北楽天対西武＠岩手の試合を見るために確保しといたんですよ。
うまく休めないかなぁ。。。
... 2006/04/12(Wed) 13:37 No.1469

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：トマム
＞複電圧車様
今回の１６日～１８日の渡道は銀河線目的ではないので、移動は終始レンタカーで列車には乗車する予定がありません。
時間的に、１７日午後に足寄駅、１８日は午前中に陸別駅に立ち寄って乗車券を買うだけになってしまうと思います。
＞Ｔａｋｕ様
１６日の夕方からよろしくお願いします。また超過激毒ネタ盛り沢山でお邪魔しますよ～
銀河線オフ会以来の再会を楽しみにしております。
残念ながら銀河線最終日には仕事は休めず乗車は不可能ですが、２月２５日の乗車で十分に心に刻み満足しております。
そこに鉄道があったことを忘れることはないでしょう。
... 2006/04/12(Wed) 23:40 No.1471

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：たけ
江別にも帰れますね。参加希望！
どうしたらいいでしょうか？
... 2006/04/13(Thu) 00:28 No.1473

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：トマム
＞たけ様
私はバスで１７時５０分に富良野駅に到着する予定です。
江別から列車だと、滝川を１６時２０分発の乗車になるかと思います。
往復ともに、普通列車でうまく小樽・札幌から乗り継げるので１日散歩きっぷが有意義に使えるかと思います。
よろしくお願いします。
... 2006/04/13(Thu) 14:12 No.1474

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：Taku@Kitami
トマムさまの通りで、ふらのバス乗り場で待ち合わせです。
別ルートで新千歳空港で15:30集合というコースもありますが・・・
... 2006/04/13(Thu) 20:26 No.1475

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：たけ
新千歳空港からどうされますか？移動手段は何でしょうか？JRならぜひご一緒させてください。

... 2006/04/13(Thu) 21:51 No.1477

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：ごんすけ
＞Takuさま
私もたけさまからお誘いを受けているので富良野ミニオフに参加したいのですがよろしいですか？
１日散歩きっぷで行くとなると新夕張・新得・幾寅を経由して富良野入りするのがおもしろそうですね。
２０日の最終日は札幌から車で銀河線を見届けに行く予定です。
... 2006/04/13(Thu) 22:43 No.1478

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：Taku@Kitami
たけさま
新千歳からは私の車で、長沼→栗山→三笠→富良野と走ります。時間に余裕がないので道の駅によれなさそう・・・
ごんすけさま
お待ちしています。確かに石勝線周りの方が１日散歩きっぷ 使いやすいですよね。
私も札幌からの帰りは、１日散歩or青春１８＋南千歳＝新夕張を特急別払を使うことが多くなりそうです。
... 2006/04/13(Thu) 22:47 No.1479

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：たけ
最近車に乗る機会が多い（列車が少ない）ので一日散歩でいこうかな。
一日散歩きっぷ初体験です。長沼→栗山→三笠→富良野のルートは何度か通っていますし。
運転しないでいるとまた景色も違うのかなとも思いつつ。でも、せっかくきっぷを買うわけですので。
ということで、石勝線周りでいくことに今決めました。よろしくおねがいします。
... 2006/04/13(Thu) 23:11 No.1480

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：Taku@kitami
富良野駅前の バス乗り場に１８時までに集合しましょう。（そういう私が遅いかも・・・）
トマムさまとの話しでは、「森の時計」（優しい時間ロケ地でカレーと珈琲）もしくは「くまげら」で山賊鍋かなと考えています。
１日散歩きっぷの旅を楽しまれてきてくださいね！
... 2006/04/15(Sat) 04:28 No.1484

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：Taku@Hokkaido
プチオフご参加のみなさま おつかれさまでした。
富良野＝本別２時間半と意外と早いのですが、風が非常に強く 南富良野～新得は吹雪＆ガスのなかでの走行でした。
また集まりましょう
トマムさま＞時間ありましたら 寄られませんか？
... 2006/04/16(Sun) 23:20 No.1494

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：ごんすけ
昨日はどうもありがとうございました。富良野プチオフ最高に楽しかったです。
Takuさまもトマムさまも非常に楽しい会話てんこ盛りであっという間に時間が過ぎてしまいもっと長く
居たかったですよね。
＞Takuさま ２０日の日にお会い出切るかもしれませんね。
＞トマムさま 私にまでお土産どうもありがとうございました。道中お気を付けてまわって下さい。
また是非お会いしたいです。

... 2006/04/18(Tue) 00:35 No.1498

◇Re: 本別在住に・・・ 投稿者：トマム
＞たけ様、Ｔａｋｕ様、ごんすけ様
事後報告で申し訳ありませんが、先日はお世話になりました。
銀河線オフ会以来の再会でお話ができてよかったです。
東京でもお待ちしておりますし、またトークしましょう。
あれから翌日に連れと、旭川～南富良野～占冠～帯広～足寄～北見。北見～留辺蕊～陸別～池田～帯広と車を走らせました。
残念ながら本日銀河線の最終日を迎えてしまいました。私は仕事が休めずに行くことができませんが、どうぞ行かれる皆様はお気をつけて
最後を堪能してください。
... 2006/04/20(Thu) 00:52 No.1508

☆夜会のおしらせ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

なまら北海道だべさ友の会「第１回夜会」のお知らせです。
記
１ 日
２ 場
３ 会

時 ： 平成18年 4月21日(金) 19時から4時間程度
所 ： 札幌駅周辺（人数によって検討します。お勧めがあれば教えてください）
費 ： 特になし（人数割りにて）

４ 参加予定 ： たけ、マリオ、ごんすけ
５ そ の 他 ： 会場については追って連絡します
参加表明は、http://form1.fc2.com/form/?id=58585にてお願いします。↑に追加していきます。
その他、全体への提案はこのスレッドに返信してください。
... 2006/03/26(Sun) 23:16 No.1444

◇Re: 夜会のおしらせ 投稿者：こうすけ
こんばんは。先ほどメールいただきました。
是非とも参加したいですが、就活が恐らく最盛期を迎えていると思うので今回は断念します。８月以降であれば、この種のイベントに参加でき
ると思います。
... 2006/03/27(Mon) 02:12 No.1445

◇Re: 夜会のおしらせ 投稿者：あお
自分も参加したいとこですが、ただ今諸般の事情により参加が難しい状態です。秋以降であれば参加させて頂く事ができます。
... 2006/03/27(Mon) 18:21 No.1447

◇Re: 夜会のおしらせ 投稿者：たけ
これから先も機会がありますからその時はぜひ☆
... 2006/03/27(Mon) 19:00 No.1448

◇Re: 夜会のおしらせ 投稿者：たけ
参加者がいないため予定を変更します。みなさん前日からお忙しいようでかえって無理でした。
２１日は、ひろみ様御来道にあわせまして、札幌ドームで野球観戦後、場合によってはお食事となります。
札幌近郊の方でもしご都合がつけばいかがでしょうか。平日、７時半以降ですと安くも入れるようですので、
お仕事が終わってからでもお待ちしています。オフ会参加者のみなさんは、私の連絡先もご存知だとおもいますので
当日になってからでも、球場にお越しの際はぜひご連絡下さい。
参加予定者は、たけ、マリオ氏、ごんすけ氏、ひろみ氏です。
... 2006/04/13(Thu) 23:16 No.1481

◇Re: 夜会のおしらせ 投稿者：ひろみ＠関東人
こんにちはです。
座席は開門時に行列している人数が仮に3名であれば後2席程度しか余分に確保できない可能性があります。
※来場人数分以上の座席確保はマナー違反の為。
その辺をご承知置きいただきますようお願い申し上げます。特にナナサンマルチケットでご入場の場合は。
... 2006/04/14(Fri) 15:54 No.1482

◇Re: 夜会のおしらせ 投稿者：たけ
座席の件は了解しました。状況は当日にならないとわからないと思いますが、後からお越しになるかたも一緒に楽しめるように配慮したいで
すね。途中であいているところに移ることは可能ですよね。来週が楽しみです。
... 2006/04/14(Fri) 20:31 No.1483

◇Re: 夜会のおしらせ 投稿者：ひろみ＠関東人
銀河線惜別の流れを切って恐縮ですが（苦笑）。
札幌ドーム観戦オフ会ご参加の皆様、若しくは参加を検討されてる方へ。
どういうわけかファイターズの某中心選手が突然の引退宣言を行った上に、金曜日の先発が先の福岡ドームで延長10回を無安打無得点で
投げきった八木君であることが予想されます。よって、当日は混雑はするでしょうけど、野球を見るには絶好の条件が整っております。
北海道にお住まいでしたらぜひファイターズを応援しに札幌ドームへお越しください！！！
http://www.kunaicho.net/20060419.jpg
↑
今日の新庄さん
... 2006/04/20(Thu) 00:04 No.1506

☆さようならふるさと銀河線 投稿者：分オイ＠福岡市民

▲前 ▼次

皆様。お久しぶりでございます！
いよいよ、明後日４月２０日 ふるさと銀河線の最終日ですね。
私にとって２月の銀河線オフが最初で最後の乗車となりました。
また、２つの夢も叶いました。１つは駅名板の撮影（ランプが点いた状態での撮影）
そして、もう一つは薫別駅の待合室に入れた事です。（今にも、崩れそうな木のベンチに座れた事）
あのオフ会に参加した時、この時の事を忘れない為に陸別駅の窓口で「駅名板キーホルダー」を購入しました。
今、手元に「北光社」の整理券があるのですが、本当に乗車してきたんだなぁ～ と未だにふるさと銀河線
に乗車した事が夢のようです。
愛冠駅前の湧き水も飲めたし、９９９号の車内でお菓子が配れた事は いい思い出になりました。
本物のＪＲ運転士さまの持ってこられた九州のサボと私が持参した、サボ（表 福間 裏 荒尾）
を付けた列車が北海道の地を走行した事も、 一生の思い出になりそうです。
明後日の最終列車に乗車される皆さん、いい思い出を作ってきて下さい。
... 2006/04/18(Tue) 22:55 No.1503

◇Re: さようならふるさと銀河線 投稿者：we＠元本別町民

いよいよですね。
物心つかぬ頃（国鉄時代）から利用していたので複雑な心境ですが、
最後の冬に新たな思い出を残すことができ、とてもよかったと思います。
今後は帰省をするたびに、楽しかったオフ会のことを思い出すでしょう。
次に帰省する際には廃線後になりますが、ブログやこの掲示板で廃線後の町の様子、線路や駅の様子などを報告出来ればと思っておりま
す。
ついでに、押し入れの中から本別駅の旧駅舎の絵を発掘出来たら紹介したいです。って、私が小３か小４の時に描いた絵だけどね(笑)。
最終日の乗車をされる皆さん、しっかりと最後の風景を目に焼き付けてきてください。
ご報告お待ちしております。

そうそう。私も“愛の泉”の水を飲めて良かったですよ。
ご利益はありそうでなかったようですがね。
もう少し飲んでおけば良かったかも(苦笑)。
... 2006/04/19(Wed) 04:05 No.1504

☆４／２０最終日のセレモニー 投稿者：hiro

▲前 ▼次

オフ会メンバーも何人かお集まりの最終日ですが、さよなら銀河線号のセレモニーが次のように決まったようです。
http://www15.plala.or.jp/chihoku/seremoni.html
自分は、北見・訓子府・置戸で式に立ち会う予定です。最終７５７Ｄは、置戸からお別れ列車として記念に乗車するのか、それとも北見駅で到着を待ち
車輪を止める最後の瞬間(とき)を撮影するのかまだ悩んでいるところです。
... 2006/04/17(Mon) 23:12 No.1496

◇Re: ４／２０最終日のセレモニー 投稿者：hiro
陸別でもこのような行事があるようです。
http://ginga-sepress.way-nifty.com/gingaexress/
特製弁当を是非食べてみたいですね。
... 2006/04/18(Tue) 22:25 No.1500

☆キハ40貸切オフ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

現在上芦別で最後の一人が降り、ごんすけさんと貸切オフ中です。
... 2006/04/16(Sun) 17:02 No.1488

◇Re: キハ40貸切オフ 投稿者：たけ、ごんすけ
貸切のまま富良野につきました。トマムさんとTAKUさんを待ちます。
... 2006/04/16(Sun) 17:38 No.1489

◇Re: キハ40貸切オフ 投稿者：あお
オフ会ですか？
いいですね～
... 2006/04/16(Sun) 17:57 No.1490

◇クハ711貸切オフ 投稿者：たけ
滝川発2242普通列車の三両目で再び貸切になりました。
... 2006/04/16(Sun) 21:49 No.1492

◇Re: キハ40貸切オフ 投稿者：マリオ
貸切オフですかいいですね。また、別の機会に行きたいですね。（どこでも）
... 2006/04/16(Sun) 22:16 No.1493

☆いよいよ あと一週間！ 投稿者：hiro

▲前 ▼次

こちらでは桜もほとんど散ってしまいましたが、ふるさと銀河線も、残すところあと一週間。いよいよラストスパートと
なりました。大変残念ではありますが、最後まで応援しましょう。最終日、２３時０２分 ７５７Ｄ が、北見駅で車輪
を止める最後の瞬間(とき)を見届けたいと思っています。

... 2006/04/13(Thu) 21:36 No.1476

☆最後の日にかけてのイベント情報 投稿者：hiro

▲前 ▼次

４月２０日の最後の日にかけての、ふるさと銀河線のイベント情報をお持ちのオフ会メンバーの方がいらっしゃいましたら、ぜひ情報提供願います。い
ろいろ調べているのですが分からないもので・・・。特に最終日の情報ありましたら、よろしく。特に地元にお住まいの方お願いします。

... 2006/03/04(Sat) 19:04 No.1295

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：Taku@Kitami
地元のフリーペーパー記事よりです。http://www.denshobato.com/cgi-bin/news/2006/0601/060127/06012714.html
４月に銀河線「さよなら号」運行 廃止前に２日間限定で 各自治体、お別れ式を検討へ
北海道ちほく高原鉄道(株)は、ふるさと銀河線の最終運行に伴うイベントを決定した。４月16日（日）と20日（木）に臨時列車「さよならふるさ
と銀河線号」を運行する。銀河線は４月20日の運行を最後に廃止されるため、利用者や住民への感謝の気持ちとして臨時列車を運行するこ
とにした。
16日は２両編成で、対象を沿線住民に限定。北見側と池田側から発車、乗車区間を北見から乗車した人は訓子府まで、訓子府からは置戸
まで、置戸からは陸別までとして乗客を入れ替え、各駅からの定員を１５０人以内とした。運賃は無料。
20日は３両編成で誰でも乗車できる。運賃は通常通り有料。16日と同様に北見側と池田側から発車し、各自治体に停車時間を利用した「お
別れ式」の企画・実施を要請した。
両日とも、乗客には日付入りの乗車証明書を配布する予定。車両には「さよなら銀河線号」の専用ヘッドマークを付ける考えだ。
16日の乗客は近く、各自治体が募集する。同社は「これで最後なので、できるだけ多くの人に利用してほしい」と話している。 (匡)
... 2006/03/05(Sun) 20:29 No.1305

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：トマム
最後の日に乗車をする予定はないのですが、最終日近くに４月２０日までの日割定期券、出札補充券、回数券を買いに行けたら最後に行き
たいです。
... 2006/03/05(Sun) 21:18 No.1306

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：hiro
Taku@Kitami 様ありがとうございます。２０日の３両編成ぜひ撮影したいと思います。
... 2006/03/05(Sun) 22:49 No.1307

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：Taku@Kitami
hiroさま トマムさま
私もどうするか未定ですが、20日の最終列車乗っていそうな気もしています。
日割り定期券 ほしいなぁと思ったり（本別＝岡女堂とかをかってそうな予感）
... 2006/03/06(Mon) 21:41 No.1310

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：マリオ
今日地元の新聞紙に、４月２０日の銀河線運転の最終日に臨時列車が運行するという記事が載っていました。その内容は、当日８時１６分池
田発北見行きと、折り返し北見午後１２時３０分発池田行きの二本で、３両編成で運行するようです。あと、臨時列車を含め乗車証明書を発
行するみたいです。新聞に載っていたことなので、利用予定の方は一応駅等に確認して下さい。
... 2006/03/07(Tue) 22:53 No.1316

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：ポニー１３９
私たちのオフ会列車にもご協力頂きました「心に残そうふるさと銀河線」さんのＨＰや陸別町の広報によると、
３月２５日に臨時列車が運転されるそうです。（但し、町民のみ乗車可）
http://ginga-sepress.way-nifty.com/
池 田８：１６発－１１：３０着北 見１４：１０発－１６：４９着池 田
この日は、９９９号が貸切扱いになっているので、どちらかが充当されると思います。
... 2006/03/09(Thu) 20:16 No.1336

◇地元のフリーパーパー「経済の伝書... 投稿者：Smile at house
地元のフリーパーパー「経済の伝書鳩」より
http://www.denshobato.com/cgi-bin/news/2006/0603/060311/06031106.html
さよならふるさと銀河線号ダイヤ決まる
４月16、20日に臨時運行
乗車証明書配布やお別れ式なども
北海道ちほく高原鉄道(株)は４月16日（日）と20日（木）に運行する臨時列車「さよならふるさと銀河線号」のダイヤを決定した。
16日は２両編成で、沿線住民を対象に無料運行する。下り線の各駅の発車時間は、池田が午前８時16分、本別が９時５分、足寄が９時31
分、陸別が10時30分。置戸着は11時２分で北見まで回送する。
上り線の各駅の出発時間は、北見が午後零時30分、訓子府が１時17分、置戸が１時42分。陸別着は２時15分で北見まで回送する。
乗客は各駅で入れ替える（※例・池田からの乗客は本別で降車）。乗客は各自治体が近く募集する。
20日は３両編成で、通常通り有料で運行する。下り線は午前８時16分・池田発、同11時43分・北見着。上り線は午後零時半・北見発、同３時
41分・池田着。
下り線の池田、本別、足寄、陸別と、上り線の北見、訓子府、置戸の出発時刻に合わせて、各自治体は「お別れ式」を行う予定で、内容を検
討している。
同社は16日の臨時列車と、20日のすべての列車の乗客に乗車証明書を配布する予定で利用を呼び掛けている。
問い合せは同社（TEL０１５７─３１─７１１１）へ。

... 2006/03/12(Sun) 11:42 No.1347

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：hiro
結局、銀河線の列車は、４月２０日北見着２３時０２分が最後の最後ということで良いのでしょうか。こいつも駅到着次第なんかイベントありか
な？
... 2006/03/13(Mon) 00:03 No.1348

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：心に刻もう！ふるさと銀河線の会
みなさんこんにちは。
明日の話になってしまいますが、１８日（土）～１９（日）にかけて足寄町の
ネイパルあしょろで開催するイベント「心に刻もう！ふるさと銀河線」は鉄道
ファン必見！本当にお楽しみですよ。
特に、音更町の穂積規さんと、陸別町在住の元国鉄上利別駅長の三浦成作さん
所蔵の鉄道部品と切符ほかグッズコレクション展はすごい内容です。国鉄池北
線・釧路鉄道管理局などの大変貴重な資料など、ここでしか見られないものが
盛りだくさんです。そのほか置戸町や北見市の方々が四季の銀河線を撮影した
写真や、銀河線の会出展の国鉄時代の足寄駅の写真展などがありますよ。
明日あさってはネイパルあしょろヘどうぞお越しください。
列車で来られる方は、足寄駅１１時頃の上下列車到着にあわせてネイパルあし
ょろへの送迎をいたします。
... 2006/03/17(Fri) 21:40 No.1350

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：複電圧車
「心に刻もう！ふるさと銀河線の会」様の書き込み参考にさせて頂きます。１８日に１２時５２分着で足寄に行き展示物を見せてもらいます。そ
の後、本別・岡女堂駅に行き併せて、柏木町（鉄道以外の用件あり）に行き１７時０３分で池田経由で札幌（２１時４０分着）へと考えています。
足寄・本別で関西弁の変なおじさんに会いましたら気軽にお声がけ下さい。追、、岡女堂ではきっと何か記念品を出すでしょう。・・・推測です
が。この日に参加される方よろしく！！
... 2006/03/20(Mon) 21:00 No.1354

◇銀河線 陸別で存続か 投稿者：Smile at house
北見のフリーペーパーより。
http://www.denshobato.com/
銀河線 陸別で存続か
町が陸別-川上駅間で運行を計画
十勝管内陸別町が「ふるさと銀河線」陸別駅―川上駅間約９.８キロの鉄道施設を活用して、銀河線車両を運行する計画が浮上している。
鉄道文化の保存が目的で、鉄道敷地・施設、車両は町が取得し、維持管理は民間会社が運営する計画。実現には１億円という費用と国交
省との協議が必要で先は見えていない。隣町の置戸町では今後の行方を見守ることにしている。
鉄道文化の保存目的、隣町の置戸は動向注視

計画によると、陸別駅―川上駅間約９.８キロの鉄路を残し、銀河線車両のほか、旧国鉄のＳＬを含む旧式車両、トロッコ列車を運行する。運
行は４月から10月までの間、土曜、日曜、祭日、夏休み期間中に営業する。ほかに陸別駅構内の車両の有料観覧などが収益事業。
陸別町は昨年12月に「陸別・川上間でのＳＬ等の動態保存事業」として同計画案を立てた。同月15日に構想の資料を道庁協議会幹事会に
提出したほか、町内配布の広報誌にも掲載した。
この計画を知った置戸町議会の岩藤孝一議員は、３月の町議会一般質問で同計画を取り上げ「置戸町としても（この計画に）賛同し、連動
していく思いはないか」と質問。井上久男置戸町長は「（陸別の）事業は成功してほしいが、連動することは難しい」と答弁、今後の動向を見守
る意向を示した。
陸別町の動態保存計画は鉄道の歴史上、前例がなく、維持保存のための財政問題や安全性確保の手段などの綿密な協議が不可欠とな
るため、実現にはかなりの時間が必要とみられている。
... 2006/03/20(Mon) 22:38 No.1355

◇Re: 最後の日にかけてのイベント情... 投稿者：hiro
さよならふるさと銀河線号ダイヤは、こうなりました。各駅での停車時間は長そうですね。激パするかな。
http://www15.plala.or.jp/chihoku/owakare.html
... 2006/04/06(Thu) 23:46 No.1462

☆どこかにほしい資料館 投稿者：複電圧車

▲前 ▼次

十勝毎日新聞より「ちほく高原鉄道」関連の記事が出てます。
何か総合的な資料館がほしいですね、あちらこちらに作らずに行政の枠組みを超えて全てがわかる施設として。
最新のヘッドライン
4月6日更新
・十勝池田酒販協同組合が企画 駅舎ラベルの清酒販売
・あす初の合同コンサート 帯南商高と池田高の吹奏楽部
・2005年度入場者33万2291人に ワイン城
・銀河線資料保存町に要請 国鉄池田機関区ＯＢ会
池田めーるの写真付き詳細記事のアドレスは
http://www.tokachimail.com/ikeda/
... 2006/04/06(Thu) 19:51 No.1461

☆動画の件について 投稿者：としあき
みなさんこんばんは。

▲前 ▼次

昨日、製本中の動画をアップしたところたけさんの方から待ったがかかりましたので削除いたしました。
大変ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。たけさん。みなさん。お許し下さい。
原因は、私とたけさんの間での意思のすれ違いが原因でした。今後は、今まで以上に誤解のないように努めていきますのでよろしくお願いいたしま
す。
なお、展望動画については、楽しみに待っていただいている方もいらっしゃるのですが、公開を無期延期とさせてください。
今回の一件で、誤解を生じさせてしまったという反省から、より慎重な公開判断とプライバシー保護編集を行わないと公開できないと判断したためで
す。
ただ、貴重なちほく線の動画になりますので、なんとかみなさんのプライバシーを最大限保護しつつも一般公開したいと考えておりますので（今回のＯ
ＦＦ参加理由の一番の目的で、たけさんにも撮影できるからおいでと誘いを受けたので・・・） 参加者のみなさん（特に車内放送をされた方＆前方で
お話をしていらっしゃった方）のご理解を得られるようによろしくお願いいたします。
なお、なんとか一般公開前にみなさんの了承がえられるような形ができないかと たけさんとも話し合っておりますのでよろしくお願いいたします。
... 2006/03/22(Wed) 03:06 No.1360

◇Re: 動画の件について 投稿者：としあき
なお、今のところの前面展望動画の編集基準は以下のとおりで編集しております。（通常の展望動画の編集基準よりかなりキツイものです）
●会話等で人物が特定できる。
●ＯＦＦ参加者以外でも容易にだれかわかる声（車内放送を除く）
●ハンドルネーム以外の名前をしゃべっている（自己紹介等で）
映像については、基本的に展望動画ですので停車中をカットすることとしたために参加者のみなさんは写っていません。声だけの問題です。
この編集基準について、ご意見等ございましたらお手数をおかけいたしますがぜひお寄せ下さい。
特に、車内放送の声ではたけさんをはじめ声とハンドルネームが一致する部分が多々ありますが、車内放送をすべてカットすると違和感があ
りすぎる（無音になるため）ことになってしまいます。
このあたりについてのご意見が一番ほしいです。よろしくお願いいたします。
なお、前方でのお話声については、声だけではＯＦＦ参加者（及びこの列車に乗車していることを知っている知人の方）以外の方にはだれの
声だか判断できないため、問題はないと考えております。声だけで人物特定をするのは大変至難の業なためです。
このあたりのご意見もいただけるとありがたいです。
それではよろしくお願いいたします。
... 2006/03/22(Wed) 03:24 No.1361

◇Re: 動画の件について 投稿者：ひろみ＠関東人
一般公開ではなく、パスワードをかけての公開でどうでしょう。
fc2のサーバですとパスワード認証が簡単にかけられます。
... 2006/03/22(Wed) 10:26 No.1362

◇Re: 動画の件について 投稿者：としあき
ちほく線の展望動画については、一般の方にも見ていただきたいので（たけさん撮影の動画とちがって、ほぼ180度写っており、私が知る限り
ではどこの展望ビデオでも写っていない横の車窓まで写っている）できれば一般公開したいのです。
それに、参加者じゃない方からもちほく線の展望動画が見たいという方もいらっしゃいます。
その他の停車中などの動画については一部の参加者の方がぜひ見たいと言っておられるのでほしい方にＤＶＤに焼いた上で差し上げれば
いいと思っております。
... 2006/03/22(Wed) 12:54 No.1363

◇Re: 動画の件について 投稿者：マリオ
こんばんは。銀河線の動画ですが、是非見たいです。容量が大きいければ、ＤＶＤに焼きつけたほうがいいと思います。楽しみにしています。
... 2006/03/22(Wed) 20:43 No.1365

◇Re: 動画の件について 投稿者：ポニー１３９
皆様、ご無沙汰しております。
画像の件ですが、私は、そこまでの基準を設ける必要はないと思います。
ただ、どうしても映っている物ＮＧという方がいらっしゃれば、その方に配慮した編集が必要だと思いますが。
... 2006/03/22(Wed) 22:02 No.1366

◇Re: 動画の件について 投稿者：としあき
こんにちは。
動画に写っている人の基準は写真と同様でＯＫだと思います。
写真も動画も画像については基本的に同じだからです。
問題は音です。音というのは写真よりはあいまいなもののためそこまで神経質になることもないとは思いますが、ひとつの基準になる動画に
なると思われますのでよりしっかりとした基準作りは大事だと思います。
数日中にサンプルとして池田から数駅分の動画を試験的にパスワードをかけて公開しようかと思っています。（たけさんとも相談の上ですが）
... 2006/03/22(Wed) 22:33 No.1368

◇Re: 動画の件について 投稿者：としあき
車内放送されたかた。特にたけさんに質問ですが、車内放送の音声はどうやっても編集で消すことができません。
たけさん以外はなんとかなるのですが、たけさんの音声は、だれの音声かを分からなくすることが不可能なので・・・（管理人の注意っていう観
点からいうと、名前だけ消してもだれかわかる）
そのあたりは、公開してもいいものかどうかの判断をお願いします。たけさんの判断しだいでは、最初の一駅の公開が危ぶまれますが・・・
とりあえずは、サンプルを作成しますので、その動画を見てダメダシをよろしくお願いします。
... 2006/03/22(Wed) 23:17 No.1370

◇Re: 動画の件について 投稿者：たけ 旭川
明日以降サンプルをみて検討しますね。昨日のような動画でなければ問題はないとおもいますが。特に、音声だけなら私に関してはいいか

なーと。とにかくサンプルを見ます。
今後のためにも慎重にやりましょう。
... 2006/03/23(Thu) 01:39 No.1371

◇Re: 動画の件について 投稿者：としあき
お待たせいたしました。試験的に池田から本別までの展望動画を作成いたしました。
動画ダウンロードにはパスワードが必要ですのでご了承下さい。
なお、パスワード付配布の了承をたけさんにいただいております。
http://obasute.web-bb.info/namara/ikeda.wmv
ＩＤは、8ページ記載のカラオケ完備の飲み放題のお値段。
パスワードは、しおり最後のページ記載の、製本に使用したプリンターの型番（メーカー名はいらない）
です。しおりを見ていただけれる方限定ですので、ＩＤやパスワードを他言しないようにお願いいたします。
また、この動画を見て一般公開の可否や、どこをどうすればいいのか等のご意見をぜひお寄せ下さい。
問題がなければ、この基準で一般公開動画を作成いたします。

... 2006/03/24(Fri) 01:25 No.1372

◇Re: 動画の件について 投稿者：たけ
声を確認しましたが、私のアナウンスに関しては問題ないです。他の方はいかがですか？
... 2006/03/26(Sun) 03:17 No.1429

◇Re: 動画の件について 投稿者：としあき
なにも問題がないようでしたら、4月後半から一般公開を開始したいと思います。
よろしくお願いいたします。
... 2006/03/31(Fri) 02:56 No.1451

◇Re: 動画の件について 投稿者：トマム
ご無沙汰いたしております。
動画を見させていただきました。私の部分につきましては全く問題がないことを報告します。
ってか、自分で撮影したビデオの方が１００％公開は不可でした。（汗汗
... 2006/04/01(Sat) 22:07 No.1456

◇Re: 動画の件について 投稿者：としあき
こんにちは。
動画ですが、おばすてwebにて4月21日ごろから池田→北見間で配信する予定です。
試験配信と同じ程度の処理をいたしますので、事前に公開することは特にいたしません。
ただ、事前に確認が必要という方がいらっしゃいましたら個別対応いたしますのでお気軽にお申し出下さい。
また、公開日は前後する可能性もありますのでご了承下さい。
... 2006/04/02(Sun) 23:43 No.1460

☆伝えたい施設は何に？ 投稿者：複電圧車

▲前 ▼次

ちほく高原鉄道には、施設として士幌線のように橋梁・隧道など写真の構図になるもの、歴史的な価値のあるもの、残して置きたいものなど体系的に
どなたかお教え頂けますか？（本別町内の機銃の跡も含め・・僕の知っている所はここだけかな）
... 2006/03/31(Fri) 23:37 No.1453

◇Re: 伝えたい施設は何に？ 投稿者：hiro
http://tukamoto.sakura.ne.jp/tetsudou/chihoku/chihoku.htmlなどを、ご参考にいかが。
... 2006/04/01(Sat) 16:31 No.1454

◇Re: 伝えたい施設は何に？ 投稿者：複電圧車
hiro様へ！！書き込み（紹介）有り難うございます。塚本様のページを見せて頂きます。
まずはお礼まで、他にも良い情報があればよろしく。
... 2006/04/01(Sat) 21:21 No.1455

◇Re: 伝えたい施設は何に？ 投稿者：hiro
どういたしまして。ほんと塚本様の熱意には驚くばかりです。自分も興味ありますので、分かりましたらいろいろ教えてください。
... 2006/04/01(Sat) 23:23 No.1458

◇Re: 伝えたい施設は何に？ 投稿者：きたろう
自分は様舞付近にあるアーチ橋が好きです。
レンガで出来ているスパンが短いながらも重厚な橋です。
... 2006/04/02(Sun) 11:23 No.1459

☆ＮＨＫで銀河線特集 投稿者：マリオ

▲前 ▼次

あるＨＰで見たのですが、今度の日曜日（２６日）の19：30～20：00の３０分間、ＮＨＫ総合テレビのにっぽん紀行という番組で銀河線の特集が放送され
るようです。

... 2006/03/21(Tue) 19:44 No.1358

◇Re: ＮＨＫで銀河線特集 投稿者：hiro
にっぽん紀行（2）「“しばれる”鉄路にて・北海道ふるさと銀河線 最後の冬」 [Ｓ]地井武男ほか
１９：３０～１９：５５ ですね。
... 2006/03/21(Tue) 22:57 No.1359

◇Re: ＮＨＫで銀河線特集 投稿者：ポニー１３９
マリオ様、ｈｉｒｏ様、ご紹介有難うございました。
早速、録画予約しました＾＾
... 2006/03/22(Wed) 22:06 No.1367

◇Re: ＮＨＫで銀河線特集 投稿者：hiro
番組予告によると・・・シリーズ 「にっぽん紀行」（仮） 第2回 “しばれる”鉄路にて～北海道ふるさと銀河線 最後の冬（仮）後7・30～8・00 3
月19日（日）、26日（日）、4月2日（日）総合・後7・30～8・00 十勝地方と北見地方を結ぶおよそ140キロの鉄路を走る「ふるさと銀河線」。氷点
下30度の厳しい寒さの中で鉄路を守り続けてきたのが保線作業員たちだ。「自分たちが沿線住民の暮らしを守っている」という誇りを胸にこ
れまで仕事を続けてきた。しかし過疎化が進み、今年4月に銀河線は廃線を迎える。最後の冬、ベテラン作業員の原孝夫さん（59歳）は他の
職場で「保線屋」を続ける若手に自らの経験と技術を伝えようとしている。厳寒の中でも途切れることなく沿線の人々の暮らしをつないできた
ふるさと銀河線。「保線屋」原さんたちの冬の光景を描く。[案内人] 地井武男 （俳優）・・・となっています。大河ドラマの前の時間ですね。

... 2006/03/22(Wed) 23:05 No.1369

◇Re: ＮＨＫで銀河線特集 投稿者：hiro
今見終わりました。気がつかないところで大変な努力があったんですね。オフ会からひと月が過ぎ、そしてあとひと月もしないうちに銀河線は
廃線です。保線の方々本当にご苦労さまでした。
... 2006/03/26(Sun) 20:04 No.1442

◇Re: ＮＨＫで銀河線特集 投稿者：複電圧車
今見ました、鉄道は「架線」と「鉄路」の戦いです。特に線路は「命」を運ぶ一番大切な施設です。
これは私の勝手な持論です。車両の形状でなく、スピードでもなくこの「架線」と「鉄路」の戦いが全てだと思ってま
す。保線区の職員のご苦労に感謝します。と同時に
ここを支える男の仕事の大変さと使命感をみました。ご苦労様と言いたいですね。
４月１８日に足寄まで行きますが彼らの使命感を感じつつ乗車します。

... 2006/03/26(Sun) 20:38 No.1443

◇Re: ＮＨＫで銀河線特集 投稿者：hiro
オフ会の列車が陸別駅に着いたとき、線路内を走りながらポイントを切り換えていた黄色いヘルメットの人も、番組に出ていた職員の誰かか
な？どちらにしてもありがとうございました。陸別町では部分的に鉄道は動態保存されるようなので、そのときは保線のためにまたベテラン職
員の出番が必要なようですね。自分は、陸別～川上間と言わずに陸別～小利別間を運行させて、小利別の駅前通り？に何か廃屋を改築し
たような記念館みたいな建物を造るようなことで、銀河線を保存したいですね。自分は、あの小利別の駅前通りの雰囲気が好きなもの
で・・・。駅舎もかっこいいしね。もう去年のうちから駅名の看板を誰かに盗まれて、それにもめげず地元の人がすぐに立派な看板に作り替え
たりしているのを見て感動しました。
... 2006/03/27(Mon) 15:45 No.1446

◇Re: ＮＨＫで銀河線特集 投稿者：トマム
本日（４月１日）の毎日新聞の夕刊に１ページ銀河線の特集が掲載されていました。
... 2006/04/01(Sat) 22:13 No.1457

☆プッチガイド様 投稿者：たけ

▲前 ▼次

いつもリンクでお世話になっているプッチガイド様で、銀河線特集が組まれています。駅構内図もあり「さすがぁ」というないようです。ご案内いたしま
す。
http://pucchi.net/hokkaido/gingasen/
... 2006/03/15(Wed) 01:06 No.1349

◇Re: プッチガイド様 投稿者：分オイ＠スイーツ研究会
お久しぶりでございました。
皆様、お元気でしょうか？ こちらのＨＰを拝見しました所、ヒジョーに私の興味ある特集が
ありました。北海道の飲み物に「カツゲン」（雪印）と言うのがありました。九州にも、「カツゲン」に
似た様な乳酸菌飲料水があります。また、やきそば弁当（東洋水産）なる物が北海道では発売されてるそうですねぇ～
スープ付きとは ありがたいですな（爆）なまらの意味も判ったし、また北海道に行きたいバイ！
... 2006/03/26(Sun) 00:58 No.1427

◇Re: プッチガイド様 投稿者：たけ
なまらの意味・・・今頃・・・ですか？
失礼しやした！
... 2006/03/26(Sun) 01:39 No.1428

☆撮影について「追記」 投稿者：たけ

▲前 ▼次

としあき氏の書き込みにあるように、一部誤解を生じてしまいましたので、お詫びして追記します。
しおりにもありますように、当日撮影した「写真」については、わたしとさやの部分については公開について了承しています。ただし、寝起きなどの変な
写真ではなく常識の範囲内としてください。今回問題となっているのは「動画」です。私は事前の注意事項では動画については触れていませんでし
た。そのため、「私を撮影した動画」もＯＫととしあきさんが解釈をされたために、私の映像が全国配信されるという運びになったわけです。こちらの説
明不足でもあります。
今後も、友の会として企画を実施していくにあたり、今回のオフ会はひとつの基準となると考えています。問題があればそのつど話し合いをして解決
していきたいと考えています。としあき氏のスレッドへのコメントもよろしければお願いします。なお、写真撮影についての条件を一部修正しましたの
で、下記に載せます。旅のしおりとともにご確認下さい。

・当日撮影したもので、人物の写っている写真はインターネットに載せる際にモザイクなどの加工をしたり縮小したりするようにしてください。個別に確
認を取って、該当者同士が納得して公開されるものは除きます。（私と相棒はＯＫですよ）
・なお動画については、我々の映像・音声も含め参加者以外への公開、配布はご遠慮下さい。（該当者の了承があれば可能とします）
... 2006/03/22(Wed) 17:07 No.1364

☆ホテル知床宿泊割引情報 投稿者：Smile at house

▲前 ▼次

こちらは、旅行好きな方が多いと思いまして、情報書きに来ました。
知人が宇登呂のホテルに勤めていまして、社員価格で宿泊できます。
事情は↓をご覧下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/smileathouse/30248702.html
知床なんで、駅も斜里までしか無く、場違いなような気がしますが、興味が有る人はどうぞ。
PC↓
http://www.phoenix-c.or.jp/~athouse/15siretokopc.html
ドコモ、ａｕ↓
http://www.phoenix-c.or.jp/~athouse/15siretoko.html
ボーダフォン↓
http://www.phoenix-c.or.jp/~athouse/15siretokovoda.html
>たけさん
このＢＢＳに相応しくなければ、遠慮なく削除してください。
(^_^;
... 2006/03/19(Sun) 01:43 No.1353

☆行くで、行くで、十勝に！！ 投稿者：複電圧車

▲前 ▼次

やっと行ける。これで皆さんと話がでける。４月１８日に行きます。航空券だけ買ってきました。これから考えます。
本別・足寄・岡女堂に行く予定です。
... 2006/03/18(Sat) 18:38 No.1351

◇Re: 行くで、行くで、十勝に！！ 投稿者：たけ
複電圧車様 お待ちしています。どのようなルートになるのですか？
お気をつけてお越し下さい。
... 2006/03/18(Sat) 23:47 No.1352

☆車両の運用上厳しいかも… 投稿者：ｷﾊ150-1

▲前 ▼次

皆さん､おはようございます｡
自分もふるさと銀河線オフ会行きたかったな…
と､うらやましがっている者の一人です｡
何となく､キハ201の3両を借り切ってみたいと自分は考えています(^^)
第三ｾｸでは､ﾛﾝｸﾞｼｰﾄ車をお座敷にしてるのをあるﾍﾟｰｼﾞで聞きましたが…
あの列車がお座敷に出来たら面白そう｡
まあ､設備の問題で無理そう…
せめて､ｷﾊ201を使って学園都市線で新十津川まで行ったり､731系普通列車と協調運転させて苫小牧まで行って､室蘭本線経由で岩見沢方向に向
かわせてみたり…
あり得ない路線を走らせてみたいですが､車両が学園都市線などでも使われているので厳しいですかね…?
ちなみにｷﾊ400 3両とｷﾊ150 1両の組み合わせを見た事が有ります｡
... 2006/03/09(Thu) 05:00 No.1328

◇Re: 車両の運用上厳しいかも… 投稿者：ひろみ＠関東人
201系気動車は4編成しかないので無理っぽい…とマジレスしてみる。。。
... 2006/03/09(Thu) 09:47 No.1329

◇Re: 車両の運用上厳しいかも… 投稿者：こうすけ
キハ201系は1997年から1999年まで予備の1編成が臨時快速にも使用されていたので、貸切は不可能ではないと思われますが、次回は市
電貸切や資料館見学撮影会でも良いのかなと思ったりします。個人的にはキハ201系の臨時快速に深い思い入れがありますが…。（1999年
夏に1日だけ運転された、札幌～静内間のヘルシーサイクリング日高号に乗車したかったので…）
そういえば、1999年夏には731系＋キハ201系協調運転の臨時普通列車が桑園～札幌間で運転されていましたね。（列車番号9915M、手稲
～桑園間回送）
... 2006/03/09(Thu) 13:12 No.1331

◇Re: 車両の運用上厳しいかも… 投稿者：こうすけ

余談ですが、1998年夏には731系＋キハ201系が新千歳空港まで臨時普通列車（定期列車の延長運転）として入線していた時期がありまし
たね。その当時の写真も持っています。あの頃は新札幌や岩見沢で協調運転の普通列車を見ることがごく普通だったので、今となっては隔
世の感すらありますね。
快速ヘルシーサイクリングニセコ号の間合い運用として、ニセコ・倶知安～小樽間の定期普通列車にキハ201系が充当されていた時期もあり
ましたね。私もかつて、札幌～小沢間でキハ201系の快速マリンライナー乗車したことがありますが、あの大きな窓から眺める車窓は、とても
印象的だったことを覚えています。
... 2006/03/09(Thu) 13:22 No.1332

◇Re: 車両の運用上厳しいかも… 投稿者：たけ
731と201って、あのロングシートの赤帯電車とと青帯気動車ですよね。今でも江別駅で見かけますよ。朝八時ごろです。
出勤時に踏み切りにひっかかるのでけっこう頻繁に目撃します！
... 2006/03/09(Thu) 16:46 No.1333

◇こうすけさんへ 投稿者：ｷﾊ150-1
ヘルシーサイクリングではなく､ヘルシーウォーキング号ですよ｡
サイクリングだと､自転車に関連した物になっちゃいますよ～｡
と突っ込んでみたり…
ｷﾊ201が無理なら731系や721系を室蘭や旭川まで走らせてみたいです｡
個人的に転換クロスが付いてる721ｰ1009なら楽そうと思いますが…(uシート付き3両)
さすがに3両分も人が収まる程集まらないような気がします｡
使っていない方向幕が、何だかもったいないような…
最初に書き忘れましたが､皆さんもあり得ないような列車などで､貸し切りｵﾌ会の計画を建ててみませんか…？(他ｽﾚと一部かぶっちゃいます
が…)
思い浮かべるだけで良いので皆さんの意見を書いてほしいです｡
｢こんな列車を使った○○なｵﾌ会が良い｣
のように書いてってみませんか…？
ちなみに自分も､市電オフ会は気になりますよ～(^_^;)
... 2006/03/09(Thu) 23:01 No.1337

◇Re: 車両の運用上厳しいかも… 投稿者：ひろみ＠関東人
冷や水をぶっ掛けるようなレスで申し訳ないのですが、現実路線主義者としては、ありえない区間＆車両も萌えますが、大人としては趣味
で鉄道会社に面倒をかけるのは本意ではありませんし、普段走行している車両を借りるからこそ、このサイトのオフなんじゃないかなと考えま
す。
余り大きな声では言いませんが、ふるさと銀河線オフに参加された方でしたら「キハ●●をちほく線に走らせる」という計画を見聞きして「お
いおい」と思ったでしょうからご理解いただけるかと存じます。
そう考えると、規模的にも実現可能っぽい市電に落ち着くんでしょうな。JR車両を貸しきるのであれば、半年前から綿密に計画し打ち合わせ
をしないとだめかも知れません。
... 2006/03/09(Thu) 23:42 No.1339

◇Re: 車両の運用上厳しいかも… 投稿者：たけ
ありえない「妄想」でのスレッドであれば問題ありませんが、もし本当に企画するとなれば、私も現実的なもので、迷惑がかからない（余計な負
担・労力をかけない）ものを実施します。ひろみさんのおっしゃるとおりです。
あくまで、交流を楽しむイベントを考えています。そこに、ちょっとしたおもしろさを入れれるとなおベスト。
次回の企画は、市電という事になると思います。これも、それなりに準備が必要です。
実施はおそらく7月末から8月中旬の間かな。
ＪＲ貸切は来年以降の課題という事にしませんか？立て続けに大きなイベントをやっていくと、こういう集まりは長続きしないような・・・。もっと
ゆっくりやりましょう☆
... 2006/03/09(Thu) 23:55 No.1341

◇Re: 車両の運用上厳しいかも… 投稿者：こうすけ
私としてはどのような企画でも協力したいと思いますが、現段階では市電貸切オフ会が一番現実的かなという気がします。流れ的には、
札幌市交通資料館見学（オプショナルツアー）→札幌市電の往復（or片道）貸切→大通のビアガーデン、又は大丸のディナーバイキングで懇
親会（オプション）、という流れが良いかなという気がします。
更なるオプションとしてJRタワー夜景鑑賞会（二次会）なども考えられます。
札幌市交通資料館には貴重な車両やバス群の展示、市電の模型の運転体験などが楽しめるのでおすすめです。大丸のディナーバイキング
は時間制限はなく、飲み放題コースもあります。
... 2006/03/10(Fri) 00:07 No.1342

◇ご迷惑おかけして申し訳有りません... 投稿者：ｷﾊ150-1
ひろみ＠関東人さんへ＞
確かに､ちょっといき過ぎた事をここで発言して申し訳有りませんm(_ _)m
以前C11 171が結婚式で札沼線を走ったという話を聞いて面白そうだからと、調子に乗りすぎてた事反省します｡
たけさんへ＞
あくまでも､妄想の話なので迷惑と感じればこのｽﾚを削除しても構わないです｡
こうすけさんへ＞
自分は未成年じゃないですが、ビール飲めないのでビアガーデンは…(^_^;)
大丸のバイキングも、結構人が並んでいるのを見るとどうですかね…？
さて､もし仮にJRでｵﾌ会をするとしたらｷﾊ40 1両で札沼線の石狩月形まで行って､皆楽公園に有るｷﾊ27を見に行き､隣接する月形温泉に入

ったりする案と､
存在の薄い(というか､ほとんど予備車扱いですが…)ｷﾊ160を使って苫小牧から日高本線の旅という案を考えていますが…
二つとも数年後にいかがですかね…？
市電はの方はあのスペースですから定員制限が有りそうですね｡
う～ん､乗れるかな…(+_+)､
... 2006/03/10(Fri) 06:06 No.1343

◇Re: 車両の運用上厳しいかも… 投稿者：Taku@Kitami
大丸のディナーバイキングって、予約できましたっけ？？（オープン時間だけOKなどの制限があったような気もしますが）西４丁目駅そばと
かにも、バイキング系いろいろありますよ。
ひろみさま定宿のJRタワー日航の上層階のレストランから 札幌駅・北大方向を眺めながらのランチバイキングもありですけどね。（ランチ
2100円＋ワイン飲み放題 500円） ６名まででしたら個室指定（駅側の角に１部屋ある）が可能です。
... 2006/03/12(Sun) 09:55 No.1345

◇Re: 車両の運用上厳しいかも… 投稿者：Taku@Kitami
ちなみに銀河線関係では、陸別町や振興会議で２往復借り上げるので キハ２８３系を札幌－銀河線経由＞北見 往復の臨時列車のオー
ダーを出しましたが、JR側の予備車がない＆銀河線内への乗り入れには訓練運転が必要などの理由で却下くらいました。JRさんも巻き込ん
でそうとうやってたのですが・・・
札幌からの観光客用で送りこんで、沿線から札幌へのツアーをかませた話しだったのですが。
余談ですが、今の大麻駅長さんは 鉄系イベントでは有名な方で、前任の手稲駅長時代には「光富駅長と行く深名線の旅」などを企画・実
施されています。（だから北海道・東日本パスの撮影も大麻駅？？）
... 2006/03/12(Sun) 10:02 No.1346

☆廃線後の車輌が・・・ 投稿者：日高三股

▲前 ▼次

銀河線には乗っていませんが本日も北見にいます！
本日の北海道新聞に銀河線の車輌のうち３両がミャンマーにという記事が
載っておりました。
我々が乗った銀河線はなくなってしまいますが
我々の思いを乗せた銀河線は心の中に残っているでしょうし
ミャンマーでもまた乗れそうですね。
誰か乗りに行ってください（笑）
... 2006/03/04(Sat) 18:44 No.1294

◇Re: 廃線後の車輌が・・・ 投稿者：たけ
ミヤンマーか。遠いなぁ。新聞記事によると、どの車両も引き取り先が決まったようでなによりです。
６両はあの近辺に残るようですし。
... 2006/03/05(Sun) 13:20 No.1302

◇Re: 廃線後の車輌が・・・ 投稿者：きたろう
まだまだ先の話ですが、ミャンマー国鉄では鉄道の写真を撮影する際は鉄道省（ミャンマー国鉄）に許可が必要です。ご注意ください。
... 2006/03/09(Thu) 17:08 No.1334

◇Re: 廃線後の車輌が・・・ 投稿者：ポニー１３９
最新の陸別町の「広報りくべつ」によると、保存対象車は、ＣＲ７０－１，７・ＣＲ７５－１，１０１の４両が確定しているみたいです。
町営保存鉄道が走り出したら、皆でまた乗りに行きましょうよ！
... 2006/03/09(Thu) 20:10 No.1335

◇Re: 廃線後の車輌が・・・ 投稿者：きたろう
あくまでも自分の予想ですが、
ＣＲ７５‐２・３も残ると思います。
あの９９９塗装は地元で、走らせてほしいです。
せいぜいミャンマーには行かないでほしいです・・・
... 2006/03/11(Sat) 15:25 No.1344

☆オフ会の臨時列車の写真 投稿者：hiro

▲前 ▼次

どなたか、オフ会の臨時列車の走行写真（途中走っているのを、撮影したもの）を公開しているＨＰを教えてください。駅とか踏切とか通過するたびに
撮影しているカメラマンを見かけたもので・・・。
... 2006/03/09(Thu) 23:19 No.1338

◇Re: オフ会の臨時列車の写真 投稿者：たけ
オフ会ページからリンクしている、ＨａｐｐｙＢｅａｒさんの「週末のたまて箱」さんに少しありますよ。
あと、ごんすけ様からメールを頂いていますので、近日中にお送りします。
... 2006/03/09(Thu) 23:51 No.1340

☆オフ会企画 第二弾 投稿者：こうすけ

▲前 ▼次

銀河線オフ会の興奮冷めやらぬ方が多いかと思いますが、ちらほらお話に出ている「オフ会企画第二弾」について、皆さんの夢、ご意見を聞かせて
いただけると幸いです。
機会があれば、第二弾、第三弾と、オフ会企画で何かお手伝い出来ればと思います。
... 2006/03/04(Sat) 19:37 No.1296

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：マリオ
そうですね。明日でもう一週間経つんですね。早いですね。あの日のことはまだ目にやきついています。今回のオフ会は半日ぐらいでしたの
で、皆さんとなかなかゆっくり話せなかったですからね。今度はゆっくり交流のできるものがいいですね。
... 2006/03/04(Sat) 19:50 No.1297

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：ひろみ＠関東人
やるとすれば手軽なところで札幌市電貸切飲み会でしょうな。
http://www.city.sapporo.jp/st/kasikiri.htm
可能であればファイターズ戦の観戦と絡めてみるのも面白いかも知れません。
レフト外野自由席でワイワイした後に西４丁目から市電に乗り、すすきので降車後はお店へ移動ってのでいかがです？
... 2006/03/07(Tue) 15:03 No.1311

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：本物のＪＲ運転士
【市電貸切＋野球】の案、いいですね。
もし可能でしたら、午前中から昼間くらいで【小樽の鉄道記念館（正式名称ド忘れました）】にて見学撮影会みたいな事も一緒にして頂けると
有り難いです。
... 2006/03/07(Tue) 15:43 No.1312

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：ひろみ＠関東人
個人的にはデーゲーム観戦をした後に、夜7時半ころから市電乗車、9時過ぎに二次会ってのを考えてます。
ファイターズのデーゲームは13時開始ですが、開門は11時。そうなると小樽詣では前日か翌日にしていただかないと面倒かも知れません
ね。
ちなみに、開門30分前にはほぼ全ての人が札幌ドームにいらしていただけないと、全員分の座席は確保は保証できません（自由席ですの
で）。
いない人の座席を確保するのは表向きルール違反となります。
... 2006/03/07(Tue) 16:06 No.1313

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：ひろみ＠関東人
http://loveidol.hp.infoseek.co.jp/SapporoDome.html
札幌ドームはこんな感じの球場です。
... 2006/03/07(Tue) 16:08 No.1314

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：ひろみ＠関東人
または、無意味に旭川スタルヒン球場での野球観戦後に札幌市電というのも面白いかなぁと勝手に考えてみる。
札幌から旭川までですとレイザーラモンHGきっぷで一人頭片道2420円で行けちゃいます。旭川で野球が見られるなんてそうそうありません
からねぇ。
ちなみに日程は5月28日土曜日で、チケットはすでに発売中です（私はすでに持ってます）。
http://davessa.hokkaido-np.co.jp/store/category.php?store_id=7&category=90&div=1
... 2006/03/07(Tue) 16:19 No.1315

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：こうすけ
市電貸切オフ会は予算や人数的にも、かなり現実味がありそうですね。また、JRの列車を1両貸し切る方法もありますが、ちょっと手間が掛
かるかもしれません。ただ、やり方次第ではかなり面白くなりそうです。
その他、ジェイ・アール北海道バスの24人乗りバスを貸し切る方法も現実味がありそうです（車内での移動などは制限されますが）。
... 2006/03/08(Wed) 03:29 No.1317

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：ひろみ＠関東人
個人的にはSWAに1両増結していただき、それを借り切ってみたいなと考えてますが、それは妄想に留めておきます。
ＪＲの場合、8人以上であれば団体割引の対象になるようで、その割引の内容によってはレイザーラモンきっぷよりも安くなったりするんでし
ょうかねぇ。
もしどうしてもＪＲの車両をってことであれば、長万部～小樽間定期列車併結で余ってるであろうキハ40でも1両借りれればなと。
... 2006/03/08(Wed) 10:34 No.1318

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：こうすけ
キハ40型の貸切オフも面白そうですね。札幌～南千歳～新得～滝川～札幌とかだと、窓を開けて石勝線の車窓を楽しんだり、信号場めぐり
（車窓）なども出来そうですね。
その他、（札幌～）苫小牧～静内間を「日高ポニー号」ダイヤで走る貸切列車オフ会企画も魅力がありそうです。これらはあくまで空想です
が…。
... 2006/03/08(Wed) 18:24 No.1319

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：きたろう
JRのキハ400系お座敷車両を貸しきるのは同でしょうか？
... 2006/03/08(Wed) 21:01 No.1320

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：たけ
市電、貸切はいいアイディアですね。本州の方々で、夏に北海道に来るという方がいらっしゃいますので、考えてみましょうか。航空券の割引

や、その他のイベントとの兼ね合いを考慮せねば。
ＪＲの貸切は、いつかはやりたいと思いますが、今企画するのであれば、もっと身近なものがいいですね。
市電、市電だなぁ。
... 2006/03/08(Wed) 22:02 No.1322

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：分オイ＠スイーツ研究会
お久しぶりです。北海道に行って、銀河線に乗って来たのが未だに信じられません！
私も、本物の運転士さん同様に、午前中に「鉄道記念館での撮影会」をして、野球を見て、市電貸切から懇親会と言う流れを希望したいです
ねぇ～
なお、今回から「菓子・デザート研究会」は「スイーツ研究会」に変更しました。
私が活動しております、菓子・デザート研究会は続投中です。 このスイーツ研究会は さやさんに
引き継いでいただきたいと思っております。内容は変更なしです。
... 2006/03/08(Wed) 23:43 No.1323

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：ひろみ＠関東人
小樽交通記念館は9時オープンです。見学1時間半で、記念館から小樽駅までバスで10分として11時。
11時に小樽を出て札幌ドームへはどう急いでも12時過ぎでしょうから、この時点で既にレフト側の自由席は満席。。。
レフト側にこだわらないのであれば問題は無いのですが、それにしても週末でーゲームですからまとまった座席は確保できないでしょう。
そうなると、野球観戦と小樽交通記念館の見学の両立は難しいのではないでしょうかねぇ。
繰り返しになりますが、野球を見るので基本的には安い自由席での観戦が良いのではないかと思いますが、開門が11時であることを考え
ると（以下略
ということで、そうなると「小樽記念館コース」と「札幌ドームファイターズ応援コース（札幌ドーム10時15分集合）」の選択制として、7時に大通
西4丁目で待ち合わせというのがベストでしょうかねぇ。
... 2006/03/09(Thu) 00:02 No.1325

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：こうすけ
小樽交通記念館ですが、平成18年度は閉館になっています。市電貸切のついでに電車事業所の見学・撮影会というのもよさそうです。
http://www.otarukoutsukinenkan.com/
見学撮影会であれば、南北線自衛隊前の交通資料館見学会というのも面白そうです。
http://www.city.sapporo.jp/st/kanren.html
... 2006/03/09(Thu) 00:04 No.1326

◇Re: オフ会企画 第二弾 投稿者：ひろみ＠関東人
あら、今年は小樽記念館は通年閉鎖なんですな。
では、当方のコンテンツでお楽しみください。
http://www.kunaicho.net/Baseball_2004/20040810.html
↑
小樽交通記念館ネタ満載
... 2006/03/09(Thu) 00:26 No.1327

☆思い出に残る一日でした。 投稿者：本物のＪＲ運転士＠管理人

▲前 ▼次

本日の『団体臨時列車』は、あっという間の６時間でした。
また、二次会まで御一緒させて頂きましたが、今日という日は【あっという間】に終わってしまったような感じがします。
今回の遠征での【一番の目的】だった今回のオフ会、『管理人さま』や『北海道ちほく高原鉄道さま』、そして『参加されていた皆様』のお陰で一生の思
い出になりそうです。
もうしばらく『北海道の乗り鉄』を楽しみますが、非常に満足した気持ちで帰る事が出来そうです。
オフ会は大盛況で無事に終了しましたが、この掲示板はずっと残して、『オフ会の話題』などで参加されていた皆様の投稿を九州から拝見させて頂き
たく思います。
本日は、大変お疲れさまでした。また、本当に有難うございました。
... 2006/02/25(Sat) 23:43 No.1175

◇お詫び 投稿者：本物のＪＲ運転士
今になって、携帯登録していた語句をそのまま入力していたことに気付きました。
あつかましい事に【管理人】と名乗ってしまいました事をお詫び申し上げます。
... 2006/02/26(Sun) 08:12 No.1183

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：分オイ
このオフ会の中で、一番遠い九州から３人で参加しましたけども、
３人ともこのオフ会の事は忘れません！次は九州で開催したい所です。
そして、たけ・さやさんが九州の事を気にいってくれた事に 私も嬉しいです。
これからは、博多弁や北九州弁を多様しながら 書き込みをしていくので、
ぜひ、北海道でこの言葉を使っていただきたいと思っているバイ
... 2006/02/26(Sun) 21:35 No.1196

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：さや
あの後北海道の天気は大荒れでしたが、大丈夫でしたか？
私は九州の言葉（博多弁と北九州弁は別ですか？）を直にお聞きするのは初めてでしたので、幕末にいるような気分を味あわせていただき
ました。３人で豪快に話してらっしゃる姿に、正直クラッときました（笑）
「やぉいかんのう」（←うろ覚えですがこんな感じですよね？）職場で広めておきましたよ。デザート交流とともに言葉も交換したいですね♪ま
たお会いする日を楽しみにしています。いや～、待ちきれないしょや。

... 2006/03/03(Fri) 02:18 No.1268

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：分オイ
おはようございます。
明日で一週間になるのですねぇ～
さて、さやさん！ 北九弁は語尾に 「ちゃ」が付くんばい。 例「何をしよるんかちゃ」
博多弁は語尾に「たい」が付くっちゃばってん、例「何もしとらんったい」
でも、福岡はどちらの言葉も使いよるんばい！
お菓子はまた持って行くから、楽しみにしときないよ。 北海道のお菓子も
紹介せないかんばい
... 2006/03/03(Fri) 08:18 No.1273

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：としあき
こんにちは。としあきです。
さやさんが言われていますが、天気大荒れでしたね。
たけ家付近の鉄橋のおかげで、さやさんやたけさんや塚本さんたちと別れた旭川から乗車したホワイトアローが1時間ストップし、（あおさんと
さぶまりんさんといっしょでしたので退屈ではなかったですが）心の中で、たけさんがみなさんを帰らせたくないばっかりに風をおこしているの
だと思っていました（笑）
別スレにも書きましたが、飛行機は大揺れで悲鳴が出るほどでした。私も二度と飛行機に乗りたくありません・・・ って言う感じですので、北
海道がもっともっと遠くなってしまいました；；
さて、方言ですが 私もたけさんと二人で温泉に行ったときにたけさんに言葉の違いで勘違いされてしまいました；；
お昼ごはんにラーメン屋さんに入ったところ、ラーメンができるまでカメラをたけさんに見せようとしたら、店内にカメラを落としてしまいました。
また落としてはいけないので、カメラだけ車にしまおうと思い、「カメラをなおすから車を開けて」ってたけさんにつたえたら、何を勘違いしたの
か、いまからカメラを修理するの？って言われました・・・
なおすって普通に使わないんですね（汗汗）
... 2006/03/03(Fri) 11:50 No.1275

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：幕末の武士＠サボ製作担当
北海道で九州弁を広めるとは・・・。
さや殿、お主できるのう。（爆）
よほど、あっしら三人の会話で登場した言葉にインパクトがあったとやろうねぇ。なしかのう～。あ～あよ。
やはり、聞き慣れない言葉やった？ のちゃ？
九州には、まだまだ美味いものがあるけん、夏には今回と違う土産を持っていくバイ。でも3500円のシュークリームは生物なんで持運びは無
理バイ。
だから、出来れば九州にも一度来てみないよ！
そいぎんた～～～。
※九州弁並びに無礼な発言、失礼しました。（汗）
... 2006/03/03(Fri) 12:32 No.1277

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：あお
お国言葉も様々ありますね。またお会いしたいです。今度行く時はおみやげ何にしようかあれこれリサーチ始めてます。地元神奈川と関東・
甲信越周辺はおいしいおみやげの宝庫なので探し甲斐があります。
また、研究会やります？
... 2006/03/03(Fri) 13:32 No.1278

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：we
日常、「ゴミをなげる」「米をうるかす」くらいしか北海道弁を使わないですよね。
九州の言葉はもちろん、他の地方の言葉も覚えてみたいですね。
そして次のオフ会で「○○弁ONLYタイム」とかやったりして(笑)。
... 2006/03/03(Fri) 17:40 No.1282

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：さや
分オイさん・幕末の武士さん＞九州のお言葉、どうもありがとうございます♪
「」の中の単語よりも、説明して下さっている言葉にドキドキしました。
当たり前ですが、普通に使いこなしてらっしゃいますね。
昨日姉と一緒に「男らしい！さすが九州男児（イメージ）」と大喜びでした。（笑）
もっともっと教えてくださいね。いつかきっと九州におじゃましますので。
私も北海道の言葉を使いたいところですが、
語尾に「～でしょや」とか「だべ（←若い人はそんなに使わないです）」がつくくらいです。
北海道弁でカキコしてもそんなに面白くないです(>_<)

としあき様＞お天気大変でしたね。あの日は地元人もびっくりの大荒れでした。
明け方、強風で家の屋根が吹っ飛ぶかと思って目が覚めました。
本州の台風はあんな感じでしょうか？
「なおす」は、北海道ではあまりなじみが無いですね。私も「直す」に漢字変換しました。
ちなみに北海道では、手袋を「はめる」ではなく「はく」といいます。違和感ありますか？

... 2006/03/04(Sat) 15:11 No.1293

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：こうすけ
旅日記「ふるさと銀河線貸切オフ会」を製作しました。就活が忙しいので、機会があれば後日の分も製作したいと思っています。

... 2006/03/05(Sun) 00:40 No.1299

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：としあき
みなさん。さやさんこんにちはぁ としあきです。
やっぱりあの日の天気は異常だったのですか。飛行機も異常に揺れましたし；；
でも、台風はあんなじゃないですよ；；
話変わって、言葉ですが・・・ やっぱり難しいですよね。特に似たような違う意味がある言葉だと誤解されてしまうってことも；；
たとえば、北海道の人と九州の人が付き合うと言葉もぜんぜん違うから苦労するんだろうなぁ みたいな？！ まあ、外国語じゃないから大丈
夫ですよねぇ☆☆
手袋をはく ですかぁ なんとなく意味がわかりますけどねぇ。。
weさん 米をうるかすって？？砥ぐって意味ですか？
... 2006/03/05(Sun) 14:24 No.1303

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：we
＞としあきさん
>weさん 米をうるかすって？？砥ぐって意味ですか？
残念！
「米を浸す」だべさ。
ちなみに私、日本語以外はまったくわかりませんのでよろしくね（苦笑）
... 2006/03/05(Sun) 18:43 No.1304

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：ごんすけ
としあき様>当日は車で参加した私でしたが池田駅での準備からお仲間に入れていただきありがとうございました。色々お話出来楽しかった
です。お弁当係りお疲れ様でした。今後とも宜しくお願いします。
we様>お疲れさまでした。同じ札幌市民の方が友の会にいらっしゃると嬉しいです。今後とも宜しくお願いします。
私の母が秋田の出身なんですが秋田でも「もうるかすって」使うみたいでその昔東京で職場にて食事後これから洗う
食器類を「うるかすから流しに皿置いといて」と言ったら？？？？な顔をされたというのが私の実家でも過去の笑い話
として時々登場しますよ。「ゴミ投げしてくるね」とか「雪投げするべか」っていうのも近畿の方が聞くと別の意味に
とられてしまうかもしれませんね。
... 2006/03/05(Sun) 23:17 No.1308

◇Re: 思い出に残る一日でした。 投稿者：we
＞ごんすけさん
こちらこそよろしくお願いします。
「うるかす」以外にも東北地方から伝わった北海道弁が多くあるようですね。
（というか、東北・北陸から入植した方が多いんですね）
「雪かき」「雪はね」「雪投げ」
どれも北海道で使いますが、地域によって違うそうな。
私は雪かきが一番しっくり来ますがね。

... 2006/03/06(Mon) 07:58 No.1309

☆スタフ(運転士用時刻表） 投稿者：としあき

▲前 ▼次

こんにちは としあきです。
今回のＯＦＦ会用臨時列車のスタフ（運転士用時刻表）の写真を撮られた方っていらっしゃるのでしょうか？
今回 わたしたちだけのために作られたダイヤのスタフですので、かなり貴重なものだと思います。
ですが、各駅での写真撮影に没頭して撮影し忘れてしまいました。
わたし以外にもスタフの写真を見たいという方もいらっしゃると思いますので、どなたか撮影された方はぜひ公開していただければ（もしくはたけさん
を通じてみなさんにおくばりしていただければ）うれしいのですが・・・
わたしのわがままですみません。もし撮影されたかたはぜひ見せてください。
... 2006/02/28(Tue) 15:51 No.1227

◇Re: スタフ(運転士用時刻表） 投稿者：Taku@Kitami
としあきさま
池田駅で撮影した 池田＝陸別間のものを UPしましたので、ご参照ください。
ご希望がありましたら、1280×960ピクセルが元のデータですので、提供可能です。
少しずつですが、当日の様子をアップしていっていますので、ごらんください。
... 2006/02/28(Tue) 22:09 No.1228

◇Re: スタフ(運転士用時刻表） 投稿者：たけ
一応…。
もし可能でしたらコピーでも構いませんので譲ってください。送料は負担しますというFAXをしてみました…。
お忙しいことと思い恐縮なんですが…。
... 2006/02/28(Tue) 22:34 No.1230

◇Re: スタフ(運転士用時刻表） 投稿者：たけ
本日、運行当日のお礼のメッセージ（お礼すべきはこちらなのに）と、携帯ダイヤのコピーが届きました。近日中にサイトにアップしますね！
... 2006/03/01(Wed) 18:00 No.1238

◇Re: スタフ(運転士用時刻表） 投稿者：旅行者
それにしても、たけさん、対応早すぎです（笑
... 2006/03/04(Sat) 20:45 No.1298

◇Re: スタフ(運転士用時刻表） 投稿者：たけ
旅行者さんのお話にあったように、帰宅後すぐに連絡をしました。何から何まで本当に感謝です。
... 2006/03/05(Sun) 13:19 No.1301

☆羨ましい 投稿者：k2

▲前 ▼次

皆様、ご無沙汰しています。
素晴らしい一日だったようですね。
皆様の書き込みを拝見し、仕事の都合とは言え、参加できなかった事が残念で仕方ありません。
最近、マスコミでも銀河線の事を目にする事が多いように感じます。
また一つ、想い出の路線がなくなってしまいますね。
今回、このように「友の会」サイトを立ち上げて頂いたたけさんに感謝します。
これからも宜しくお願い致します。
... 2006/03/04(Sat) 05:36 No.1291

◇Re: 羨ましい 投稿者：たけ
Ｋ２さん、（掲示板では）お久しぶりです。
しおりは製本が終わりましたら送りますので。でも、もうちょっと待ってください・・・。
「友の会」とすることで、また何かできそうな気がします。その時はぜひＫ２さんもいらしてください！
... 2006/03/05(Sun) 13:17 No.1300

☆お疲れ様でした！ 投稿者：we

▲前 ▼次

二次会までおつきあいいたしましたが、とても楽しい一日を過ごせて幸せでした。
（ひろみさんの話が一番面白かったです(笑)）
何名かの方が私のことで心配されていましたが、
（ご迷惑おかけして申し訳ないです…）
また皆様に出会えるように頑張ります。
その時は娘たちも連れて行ければいいですね(笑)。
ではまた！
... 2006/02/25(Sat) 23:37 No.1174

◇Re: お疲れ様でした！ 投稿者：たけ
お疲れ様でした。ぜひぜひ、またお会いしましょう。娘さんたちも参加できるオフをみんなで考えたいですね。先ずはお気を付けておかえり下
さい
... 2006/02/25(Sat) 23:44 No.1176

◇Re: お疲れ様でした！ 投稿者：ひろみ＠関東人
どこにレスを使用か迷いましたが、持ち上げられてるようなのでこちらへ。
お疲れ様でした。ものすごく楽しい時間はあっという間ですな。いろいろなことがあり、持ち前の記憶の悪さから「走馬灯のように」とまでは行
きませんが、weさんがご乗車されているオホーツク10号のように思い出が脳裏を駆け巡っておりますです。なんといっても車掌真似事。あれ
は面白かったですね。1時間待ちの陸別も本当にあっという間でしたし。
今回の企画は帯広･前夜祭ご参加の方を含め、ぜひ同窓会的な集まりをしたいですね、札幌市電でも借りて。
本当にありがとうございました。Webの世界で何かとお騒がせするかとは存じますが、空気を読んでまたお世話になるかと存じます。その節
はよろしくお願いいたします。
... 2006/02/25(Sat) 23:51 No.1178

◇Re: お疲れ様でした！ 投稿者：としあき
こんばんわ。
お酒が飲めなくても2次会まで参加いたしました としあき です。
懇親会も2次会も楽しかったです。
お弁当係では不手際もあったかもしれませんが無事に終わってよかったです。
もう眠いので、続きはまた明日・・・
... 2006/02/26(Sun) 00:45 No.1180

☆鉄道ジャーナル４月号 投稿者：hiro

▲前 ▼次

１日発売の雑誌「鉄道ジャーナル４月号」に、「ふるさと銀河線最後の冬」という長い記事が出ています。オフ会参加の直後だけに内容が一段とリアル
に感じました。記事の締めくくりに、「・・・廃止まで、あと２ヶ月。日本一寒い地を走った暖かい鉄道を、記憶にとどめてほしいものである。」とあるのを
読み、たけさんや運転手さん、陸別の人たちを思い出し、思わず目頭が熱くなりました。写真も秀逸です。
... 2006/03/02(Thu) 21:05 No.1259

◇Re: 鉄道ジャーナル４月号 投稿者：マリオ
自分も鉄道ジャーナルを購入しました。北海道特集結構掲載されいました。hiroさんのおっしゃる通り銀河線ことや、季節運行となる夜行オホ
ーツクことなど内容が濃いものなっています。
... 2006/03/03(Fri) 23:48 No.1286

◇Re: 鉄道ジャーナル４月号 投稿者：分オイ
私も、出発前２月２３日にこの雑誌を読みました。
オホーツク特集では
北見から乗車したオホーツク１０号の暖房の効きすぎたクソ暑い寝台車の事を思いだしました。（爆）
浴衣に着替えたものの暑くてたまりませんでした。でも銀河線の特集では記憶が甦ってきます。
... 2006/03/04(Sat) 00:26 No.1287

☆のりゆきのトークで北海道 投稿者：たけ

▲前 ▼次

３月１日の北海道の番組「のりゆきのトークで北海道」にオフ会列車の様子が少し出るかも。参加者をアップで写さないようにといいましたので大丈夫
だと思いますが。陸別駅到着時に、心に刻もう！ふるさと銀河線の会の企画のためにちょうどスタンバイしていたところに我々が到着したというわけ
で・・・。
... 2006/02/28(Tue) 11:44 No.1223

◇Re: のりゆきのトークで北海道 投稿者：ポニー１３９
番組のＨＰを見たら、鉄道ネタの一日だったようですねぇ。
どなたか、録画されていれば、次回オフ会などでの上映も良いかもる＾＾
... 2006/03/01(Wed) 19:49 No.1241

◇Re: のりゆきのトークで北海道 投稿者：きたろう
自分のうちは映りが悪いので、友だとのうちに頼み込みました。
録画されていると思うのでよければぜひ＾＾
... 2006/03/01(Wed) 20:59 No.1242

◇Re: のりゆきのトークで北海道 投稿者：Smile at house
今朝、録画しましたが、まだ見ていません。
全部だと90分近く有るので、最小のaviファイルにしても、90Mbくらいになります。
私のサーバーの空きは、あと70Mbくらいなので、10mb程度に分割して、期間を区切って、置いて置く事は可能です。
あとは、サーバー容量に余裕のある人が、常時置いてくれるのが理想かと思います。
PCがトロいので、処理するのに時間が掛かり、来週からになると思います。
原版をＤＶＤで郵送すれば、全て処理するという人がいらっしゃったら、お任せしますので、メール下さい。
... 2006/03/01(Wed) 21:33 No.1243

◇Re: のりゆきのトークで北海道 投稿者：鬼峠
ビデオで見ました。冒頭から45分間ぶっ通しでふるさと銀河線の特集で，かなり濃い内容でした。我々のオフ会の様子は「観光客が増えてい
る」というシチュエーションの説明のために2度登場しました。顔は判別できませんが，自分の姿ははっきり確認できました。番組によると，境
野駅の喫茶は3月5日で営業終了，4月20日の最終日には3両編成のセレモニー列車が運行されるとのことです。
... 2006/03/01(Wed) 23:38 No.1247

◇Re: のりゆきのトークで北海道 投稿者：本物のＪＲ運転士
大変気になる内容ですが、さすがに九州では見れませんので、もし良かったらDVDに保存などといった形で映像をお送りして頂きたく思いま
す。（費用は負担します。）
お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。
... 2006/03/02(Thu) 07:55 No.1250

◇Re: のりゆきのトークで北海道 投稿者：きたろう
今日見ました。
ばっちり録画しているので見たい方は機会があればどうぞ＾＾
... 2006/03/02(Thu) 21:29 No.1260

◇Re: のりゆきのトークで北海道 投稿者：Smile at house
私のＨＰにaviファイルを隠して有ります。（￣ー￣）
40分、55Mbも有りますので、画質も音質もかなり悪いですが、ご勘弁を。<(_ _)>
ＤＬするのに、10分くらい掛かるかもしれません。
ＤＳＬ回線以外の方は、無理と思います。<(_ _)>
サーバー満タン状態なので、3/10までの期間限定で置いておきます。
>本物のＪＲ運転士さん
aviファイルを見て、DVDで送る価値が有ると思われましたら、メール下さい。
... 2006/03/02(Thu) 22:04 No.1262

◇見れない場合 投稿者：Smile at house
１．aviファイルですので、ウィンメディアプレイヤーを指定します。
ファイルを選択し右クリックでアプリケーションから開くでウィンメディアプレイヤーを指定します。
２．ウィンメディアプレイヤーの設定を替えます。
ツール→オプション→プレイヤーに「コーデック自動取得」のチェックボックスが有るのでオンにしておきます。
３．DivXをインストールします。
http://mbsupport.dip.jp/mb/divx6_0.htm
に詳細が出ていました。
４．XVIDコーデックをインストールする。
http://www.koepi.org/XviD-1.1.0-30122005.exe
をクリックして、実行しても良いし、保存してから実行しても良いです。
XVIDはこんなコーデックみたいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/XviD
私もあまり詳しくありません。
申し訳有りませんが、自己責任でお願いします。

... 2006/03/03(Fri) 00:29 No.1264

◇Re: のりゆきのトークで北海道 投稿者：としあき
動画 見させていただきました。ちほく線満載のＴＶですね。
冒頭、私もちらっと写っているように思いました。でも、ファンが増えているっていう紹介で陸別のあの状態を写すのはちょっと誇大のような気
がしますが・・・
だってあれだけあの場所に人がいたのは特別でしょう；；ＴＶって怖い（笑）
... 2006/03/03(Fri) 11:54 No.1276

◇Re: のりゆきのトークで北海道 投稿者：本物のＪＲ運転士
【Smile at house】さま・【マリオ】さま
私からの要望にお応え頂き有難うございます。ここのところ、勤務を終えて帰宅したら殆どを寝ているという過ごし方をしており、返事が遅くな
って申し訳ありません。
明日、帰宅してからは連休となりますので、その際にお返事させて頂きます。
... 2006/03/03(Fri) 15:31 No.1280

☆産業遺産の写真展のお知らせ 投稿者：Smile at house

▲前 ▼次

こーゆーのお好きな方もこちらにいらっしゃるかと思いまして。(^-^;A
こちらのサイトに不適合でしたら、削除いただいて構いません。<(_ _)>
知人の写真家の五島健太郎さんが東京で個展を開催します。
http://www2.odn.ne.jp/~ckp75830/
「産業遺産 時空漫歩写真展」
http://www2.odn.ne.jp/~ckp75830/6_folder/6P.html
共同通信本社ビル3階「ギャラリーウォーク」
http://news.kyodo.co.jp/info/gallerywalk/index.html
3/21～4/23 開催時間・随時
北海道とドイツの産業遺産。
鴻之舞金山、羽幌炭砿、奔別炭鉱、ルール産業遺産など展示予定です。
... 2006/03/03(Fri) 02:13 No.1267

☆はじめまして・・・ 投稿者：ｓｅｔｏｎｏｙｕｍｅ

▲前 ▼次

四国から、はじめまして・・・。
北海道は遠いですが、私は大好きです。
今度、ＧＷに北海道にお訪ねします。往復、北海道迄は往復空路ですが、今回は、ＪＲ北海道の「道南フリーパス（３日間）」で主に移動する予定で
す。
... 2006/03/02(Thu) 22:04 No.1261

◇Re: はじめまして・・・ 投稿者：たけ
はじめまして。サイトを拝見しましたが、乗り物の写真も多いですね。北海道にも定期的にいらっしゃっているようですね。我々のビッグなオフ
会は終わってしまいましたが、今後も何かやっていきそうな気配です。タイミングが合いましたらぜひお越し下さい。四国からでは遠いです
ね…。
... 2006/03/02(Thu) 22:36 No.1263

☆メモリアルＤＶＤの作成 投稿者：としあき

▲前 ▼次

こんばんは としあきです。
今回の思い出をなんとか残せないかと考えていたのですが、わたしは、停車中を含めたほぼすべての間の前面展望動画を撮り続けておりました。
そこで、その前面展望動画のノーカット映像や、みなさんの撮影された写真や動画を編集 また、しおりのスキャンした物や、みなさんのサイトのＯＦＦ
紹介ページ（リンク又はＨＴＭＬごとＤＶＤに収録）を収録したメモリアルＤＶＤを作成しませんか？
一人ではとても大変だとおもうので有志を募って何人かで手分けして作ればいいと思います。
今回のＯＦＦをこのまま終わらせるのはもったいなさすぎです。
ＤＶＤの配布方法は、たけさんから希望者の方に配布すればいいかと思います。（ただし、みなさんの満面の笑顔が写っているので、ネットなどへの
公開は厳禁）
いかがでしょうか？
... 2006/03/01(Wed) 22:34 No.1245

◇Re: メモリアルＤＶＤの作成 投稿者：鬼峠
停車中は挙動不審な自分の姿が映っていると思いますので，正直停車中の動画の配布は勘弁願いたいです。
... 2006/03/01(Wed) 23:38 No.1246

◇Re: メモリアルＤＶＤの作成 投稿者：としあき
インターネットでの配布ではなく、参加者の方のみへの配布でもだめですか？
... 2006/03/02(Thu) 00:14 No.1248

◇Re: メモリアルＤＶＤの作成 投稿者：本物のＪＲ運転士
良い提案ですね。
足寄・置戸での『定期列車との並び』や、陸別での『３並び（北見方ホーム端から見たまま）』のシーンを撮影しております。
もし良かったら、私が撮影した映像もお使い頂けたらと思っております。
... 2006/03/02(Thu) 07:49 No.1249

◇Re: メモリアルＤＶＤの作成 投稿者：マリオ
こんにちは。ＤＶＤいいですね。自分もＤＶカメラを持っていったのですが撮れなかったので是非ほしいです。
... 2006/03/02(Thu) 10:14 No.1251

◇Re: メモリアルＤＶＤの作成 投稿者：あお
できたらＣＤ－ＲＯＭ版も(全編だと枚数多いからダイジェスト版で)作ってもらえると助かります。
... 2006/03/02(Thu) 13:56 No.1253

☆お礼として 投稿者：たけ

▲前 ▼次

今回お世話になったちほく高原鉄道の運転士様、運輸課長様宛てに写真を送ろうと思っています。オフ会の様子を数枚と、走行写真、そしてこれだけ
撮影しているのでおそらく、ご本人様も写真に写られていると思います。もし、お持ちの方がいらっしゃいましたらメールでお譲り頂けると嬉しいです。
こちらでプリントアウトして送ります。
制服を着ているのですぐにお分かり頂けるとおもいますが…kazuoさんとお間違いの無いようにおねがいします（笑）
... 2006/03/01(Wed) 22:08 No.1244

☆池田～高島間・最短区間乗車参加 投稿者：タケシロー

▲前 ▼次

池田～様舞～高島間の3駅のみ乗車、参加させてもらったタケシローおじさんです。
35年ほど昔、仕事でこのあたりを守備範囲として駆け回っていました、が
なのにその間一度も池北線にすら乗らずに終わってしまい、ささやかな罪滅ぼし的
意味も込めまして参加させてもらいました。皆さんお若く、そして鉄道が大好きって
顔をしたとても明るオフ会でした。またお会いしましょう。
... 2006/03/01(Wed) 18:21 No.1239

☆写真 投稿者：たけ

▲前 ▼次

皆様にお願いがあります。参加者で共有できそうな写真をお持ちでしたらご提供いただけると嬉しいです。メールで皆様に転送します。また、オフ記録
のページを作成するに当たり、私がサイトで使用してもいいという写真もお持ちでしたらご協力頂けると嬉しいです。（撮影○○）というように、撮影者
はＨＮで明記したいと思います。（私、あまり撮影していないので…）
また、オフ会の様子を沿線から撮影された方で、写真を参加者に提供していただける方がいらっしゃいましたらご提供いただけるととてもうれしく思い
ます。よろしくおねがいします。
... 2006/02/26(Sun) 23:49 No.1204

◇Re: 写真 投稿者：たけ
それから・・・。皆さんの中で「オフ会参加旅行記」のようなものを作成される方がいらっしゃいましたら、参加者のリンク集からリンクを貼らせて
頂けるとうれしく思います。お互いの思い出を共有できるといいなぁと思います。
このページの今後について、何か、要望・アイディアがありましたらお知らせ下さい。
私はこのまま交流が続行できるように工夫して残していきたいと考えています。
... 2006/02/27(Mon) 00:37 No.1205

◇Re: 写真 投稿者：鬼峠
旅行記は作らないつもりおりましたが，オフ会の記録をホームページで広く紹介するのも，ちほく本社ほかお世話になった方々への恩返しの
一つになるかと思い，強引に今日掲載しました。
... 2006/02/27(Mon) 01:09 No.1206

◇Re: 写真 投稿者：Smile at house
自分のHPでは、とりあえず、アルバムにして並べておこうと思います。
今週のモノにはならないと思いますが。(^-^;A
写真はロクな物が有りませんが、お急ぎでしたら、メールいただければ、添付するか、私のサーバーからZIPファイルでDL出来るようにして返
信します。
UHBの録画に成功した暁には、aviファイルに圧縮して、私のサーバーに暫く置きますので、DL可能なように、URLを書いたメールをタケさんに
送りますので、一斉連絡してください。

... 2006/02/27(Mon) 01:19 No.1210

◇Re: 写真 投稿者：ひろみ＠関東人
＞鬼峠さま
仕事早すぎっす（笑）。3列車の並びシーン画像は見事の一語です。
とりあえず眠気が覚めたら自分のサイトのちほく高原鉄道ページの駅紹介に画像を追加していきます。竣工したらご連絡いたしますね。
＞Smile at houseさま
今日はドライブ、楽しかったです。本当にありがとうございました。この場をお借りして心からの謝辞を申しあげます。まさか今回の旅で「俺
のまりりん（笑）」の実家を拝めるとは思ってもみませんでした。もっとカーリングと北海道が好きになりました。楽しい時間を改めましてありが
とうございました。多分、またお会いできると信じてます！
... 2006/02/27(Mon) 01:32 No.1212

◇Re: 写真 投稿者：Smile at house
>ひろみ関東さん
本日は喜んでいただけて光栄です。
明日は、こうすけくんと、相生線の痕跡を遡って辿り、その先の阿寒湖まで行ってしまうかも。

（￣ー￣）
また、来て下さい。
次回は、もっとゆっくりして、他にも有る北海道の楽しみ方を満喫して欲しいです。

... 2006/02/27(Mon) 01:46 No.1214

◇Re: 写真 投稿者：こうすけ
こんにちは。現在、Smile at house様宅に滞在しております。オフ会はとても楽しかったです。陸別までの各駅5分停車も、足寄あたりから急に
ボルテージが上がってきた様な感じがしました。西一線駅のトイレ、塩幌駅、笹森駅の木造建築物の談話では大いに盛り上がっていました
ね。
今回は純粋にオフ会として参加させていただきましたが、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。通常の旅行会社による企画旅行で
は味わえないような、夢のような時間だったと思います。是非また夏休みあたりにでも、オフ会企画があると嬉しいですね。
今回お世話になった皆様、今後ともよろしくお願いします。
... 2006/02/27(Mon) 09:12 No.1215

◇Re: 写真 投稿者：としあき
写真とビデオですが、まとめてたけさんにお送りいたしますので好きに使ってくださいね。
ＯＦＦ会参加者の方限定で公開できるなら、顔などを隠さない全区間前面展望ビデオを希望者の方にダウンロードかなにかで提供（パスワー
ドなどでその他の方がダウンロードできなくする）できればいいなと思っています。
また、ＯＦＦ会に参加できなかった方のために、停車中のみなさんの笑顔が写っているところをぼやかした一般公開用ビデオも作りたいと思い
ますがいかがでしょうか？
といっても、6時間にわたるビデオですので何十回にもわたって分割しないととてもじゃないですが公開できませんが・・・
ＤＶＤなどのメディアでの配布ができるのであれば、参加者の方にはおくばりしたいですね。
... 2006/02/27(Mon) 12:15 No.1216

◇Re: 写真 投稿者：Taku@Kitami
テキストは足していきますが、このHPアドレスに暫定的にUPしていますのでよろしくお願いします。
また北海道で集まれるとよいですね！
... 2006/02/28(Tue) 22:38 No.1232

◇Re: 写真 投稿者：ごんすけ
オフ会には外から車で参加させていただきましたごんすけでございます。皆様大変お疲れさまでございました。又池田駅発車前からオフ会号
車内に乗車させていただき沢山の方々楽しく会話させていただき、その後も各駅では皆様と楽しい時間をご一緒する事が出来ましたことにこ
の場をお借りして感謝申し上げます。沿線・ホームへ入線等の写真を多数撮影しましたので皆様で共有できればと私も考えてました（たけさ
んと打ち合わせしております）。どうか皆様今後とも宜しくお願いします。
... 2006/02/28(Tue) 23:32 No.1233

◇Re: 写真 投稿者：たけ
ごんすけさま！陸別でお別れといいながら、川上でお会いできたので面白かったです。
我々は乗っている身ですので走行風景の撮影はできませんでした（当然だけど）。
貴重な写真の撮影、ありがとうございます。懇親会までご一緒したかったです。次の機会はぜひ！
写真は、みなさんにメールで送る事を考えていますが、枚数が多くなるので他の手段も考えています。
... 2006/02/28(Tue) 23:37 No.1234

☆友の会 投稿者：としあき

▲前 ▼次

今日きてみてびっくり。
さっそくＯＦＦ会でたけさんが言われたように友の会のページになっていました。
わたしは関西人なので、北海道は果てしなく遠い（飛行機が苦手なので・・・ 今回も死ぬ思いをしました・・・）ので、次回の参加は怪しいですが、セー
ルスマンたけがまた巧みな勧誘で誘ってくれるでしょう・・・
何はともあれ、今回たけさん・さやさんを含めて、殆どの方が初対面なのに6時間そして、懇親会や行き帰りの列車での交流を含めると、もう果てしな
い時間を楽しく過ごすことができてとても楽しかったです。
これからも友の会の一員として楽しみたいと思いますので、改めましてよろしくおねがいします。
追伸：友の会といえば、会長ですがやはりさやさんが会長でしょうか？（日ごろたけさんはさやさんに頭が上がらないようなので・・・）
... 2006/02/28(Tue) 03:28 No.1220

◇Re: 友の会 投稿者：あお
としあき様、これに懲りずまた北海道へ行ってください。確かにセールスマンたけ氏が次に何を出してくるかは私もある意味楽しみでありま
す。
今回のオフ会、大成功の裏には色々な方々の支えと共にさやさんがアシストしていた事だと思います。
... 2006/02/28(Tue) 09:01 No.1221

◇Re: 友の会 投稿者：たけ
セールスマン？何も売っていないよ。みんなでひとつひとつ積み上げてきたものですから。しばらくはオフ会の余韻にひたりましょう・・・。余韻
というよりは、関係者にお礼したり、しおりに原稿を寄せてくださったかたに栞をおくったりということがありますので。あとは、写真や動画の共
有ですね。それが落ち着いたら、次に何をやるか考えましょう。オリンピックイヤーに何かやるというような感じでもいいかなー・・・なんてね。
... 2006/02/28(Tue) 11:42 No.1222

◇Re: 友の会 投稿者：ひろみ＠関東人
横浜市民が「友の会」と聞くと「横浜大洋ホエールズ友の会」だったりします。
私のサイトでも友の会ができるようになればよいのですが、「kunaicho友の会」だと見様によっては右翼団体チックなのでやめておきます
（笑）。

友の会が発展して、いろいろなサイトで各人の交流が進めば大成功という感じでしょうかね。素晴らしい！
... 2006/02/28(Tue) 12:53 No.1224

◇Re: 友の会 投稿者：あお
オリンピックイヤーと言わず年に一度は何かイベント組んでみたらどうですか？皆さん大変忙しいとは思うけどたけさんの鶴の一声でまた集
まると思います！
今回の貸し切り列車でオフ会といった大掛りなものではなく温泉やジンギスカンに鉄道モノを組み合わせたオフ会もいいと思います。
... 2006/02/28(Tue) 13:31 No.1225

◇Re: 友の会 投稿者：たけ
あおさん。私は鶴でも亀でもないですよ。みんなでじっくり企画を作ってきたからうまく行ったのです。
このリンク集は、実際にお会いした人たちが中心ですし、こんなに書き込みをする人たちが、お互いの顔をしっているという掲示板も珍しいと
おもいます。うまく管理をして今後も発展させていきたいです。
... 2006/02/28(Tue) 15:24 No.1226

◇Re: 友の会 投稿者：トマム
「友の会」発足おめでとうございます。
これからの北海道旅行の楽しみが広がります。
顔の見える掲示板の特色を生かして今後の交流につながれば素晴らしいですね。
これからも皆様のお世話になりますが、よろしくお願いします。
... 2006/02/28(Tue) 22:13 No.1229

◇Re: 友の会 投稿者：たけ
ぜひぜひ。共通の思い出を持っているということは素晴しいですね☆
... 2006/02/28(Tue) 22:35 No.1231

☆北見北斗＆緑陵高校の演劇 投稿者：Taku@Hokkaido

▲前 ▼次

詳細はHPアドレスからたどっていただきたいのですが、北見北斗＆緑陵高校の演劇部が3月26日に「ふるさと銀河線の夜」という演劇を行うそうで
す。ぜひ観賞していただければと思います。（私は所用で札幌ドームなので観劇できないのですが・・・）
北見北斗高校・北見緑陵高校、（たぶん）初の合同公演が実現します。ふるさと銀河線廃線前日の北見駅を舞台に、
北見の高校に通っている女子高生の心の揺れ動きや将来に対する漠然とした不安なんかを描ければいいなーと、
作者も漠然と考えております。実はこの台本、昨年の春にはほぼ書き上がっていました。でも、北斗の部員が足りなくて
昨年の地区大会では上演できなくてボツになっていたんです（代わりに池田高校演劇部が「走る、銀河線、走る」と
いうタイトルで十勝地区大会で上演）。そこで、他の学校と一緒にやれば人数が集まるんじゃないかということで、
緑陵高校との合同公演を企画。とはいっても、北斗演劇部わずか２名。緑陵も実は２名。あわせても足りない（か、
悲しい！）ので、北斗高校美術部の才女三人にご協力を頂いて、なんとか公演が実現することになったのです。もう、
うれしいったらありゃしない(^o^) 技術的にはまだまだ未熟ですが、一同、３月２６日に向けて頑張っています。
ぜひ多くの皆様のご来場をお待ち申し上げております。
... 2006/02/27(Mon) 01:28 No.1211

◇Re: 北見北斗＆緑陵高校の演劇 投稿者：Smile at house
情報有難う御座います。
おそらく、行くと思います。
そういえば、北斗は母校でした。
演劇部が二名しかいないのは寂しいですが、コラボが実現しやすい環境になっていると
良い方向に考えているようです。
前向きな若者は素敵です。
私なら、コント部にしてしまったかも知れません。(^-^;A
... 2006/02/27(Mon) 01:41 No.1213

☆イベント終了 投稿者：小さな鉄道博物館

▲前 ▼次

参加者の皆さんご苦労様でした。ささやかなプレゼントしかできせんでしたが無事に終了でき安心しました。廃止まであと二ヶ月を切りましたが最後ま
で頑張りたいと思います。３月もイベントが目白押しで２日から１４日まで帯広老舗Ｆデパートで、ありがとうふるさと銀河線コーナーと１８・１９日も足寄
駅中心に展示会を予定しています。また２５日も北見運転所見学を兼ねた特別列車も企画されていますので、ぜひ機会がありましたら参加してみてく
ださい。
... 2006/02/26(Sun) 13:41 No.1187

◇Re: イベント終了 投稿者：たけ
この度は本当にありがとうございました。おかげさまで大変助かりましたし、より楽しいオフ会企画となりました。
今後、徐々に今回のＯＦＦのまとめを作っていきたいとおもいます。これをご縁にこれからもよろしくお願いします。
... 2006/02/26(Sun) 23:46 No.1203

◇クラフト模型 投稿者：Smile at house

いただいたクラフト模型、一緒に参加した息子は大喜びでした。
有難うございました。
... 2006/02/27(Mon) 01:11 No.1208

☆お世話になりました。 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

オフ会参加の皆様、お疲れ様でした。
運転終了後の懇親会では、一次会で失礼致しましたが、オホーツクで札幌方面に向かわれる皆様や北見宿泊の皆様で、二次会も盛り上がった事と
存じます。
主催者のたけ様、大変、ご苦労さまでした。
いろいろとご配慮頂きました「北海道ちほく高原」の皆様、大変お世話になりました。
すばらしいアドリブ放送に出発直後の固い雰囲気が和みました。
残す所二ヶ月近くとなりましたが、再度、訪れてみたいと思います。

... 2006/02/25(Sat) 23:46 No.1177

☆臨時列車９７１５Ｄ 投稿者：Taku@Hokkaido

▲前 ▼次

臨時列車 ９７１５Ｄは所定の時刻で池田駅を出発しました。９９９ホワイト号が該当され、乗務員も２人＋α？？となっております。
私は所用でここまでですが、参加されたみなさま楽しまれて来てください。
... 2006/02/25(Sat) 12:44 No.1171

◇Re: 臨時列車９７１５Ｄ 投稿者：のらりくら２号
先ほど徐行通過した小利別駅に居ました。
こんなのを撮影し陸別向かっております。
http://8616.teacup.com/113syonansuka115/img/bbs/0000392.jpg
携帯版
http://8616.teacup.com/113syonansuka115/img/bbs/0000392S.png
... 2006/02/25(Sat) 17:49 No.1173

☆当日の朝がやってきました 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

銀河線オフ会列車、運転当日の朝がやってきました。
帯広宿泊の皆様には、既に前夜祭で盛り上がった事でしょうね。
楽しい旅となりますように、よろしくお願い致します。
... 2006/02/25(Sat) 04:47 No.1163

◇Re: 当日の朝がやってきました 投稿者：のらりくら２号
みなさまおはようございます。
おそらく何名か乗車されてるでしょう921Dに乗車しております。
私は同列車には乗車申し込みに間に合わなかったので今日は池田まで同一ルート、ちほく内では先行し撮影に参ります。

前のクルマに居りますので怪しい銀箱のヤツに声かけてください。
... 2006/02/25(Sat) 06:15 No.1164

◇Re: 当日の朝がやってきました 投稿者：gingasen...
おはようございます。
天気も幸い晴れで、予定を微調整して、702Dにて池田へ入ろうと思います。
... 2006/02/25(Sat) 07:56 No.1165

◇Re: 当日の朝がやってきました 投稿者：ひろみ＠関東人
おはようございます。
昨晩は盛り上がりましたな。その影響か、本来なら2522Dで豊頃から幕別へ移動しているはずのこの時間、
まだ帯広市内の宿におります。
ということで私も第1超大空で池田へ向かいます。
... 2006/02/25(Sat) 08:01 No.1166

◇Re: 当日の朝がやってきました 投稿者：分オイ
おはようございます。
昨夜の前夜祭は過激トークの連発で楽しい一日でした。
さて、ついにこの日が来ましたね！
天気も良くなり、最高の「オフ会」日和になりそうですね、今日は心行くまで オフ会・懇親会を満喫したいと思っております。
では皆さんと池田駅でお会いできるのを楽しみにしております。
... 2006/02/25(Sat) 08:08 No.1167

◇Re: 当日の朝がやってきました 投稿者：たけ
準備終了。座席は自由席ですよ。
... 2006/02/25(Sat) 11:17 No.1169

◇いま池田に向かってます。 投稿者：Kazuo＠スーパーおおぞら３号
いま、所定どおりに池田に向かっております。もうすぐ帯広です。
... 2006/02/25(Sat) 11:23 No.1170

☆普通列車 投稿者：たけ

▲前 ▼次

当日に滝川・旭川方面から普通列車で移動される方もいらっしゃいます。事前の情報交換等が必要でありましたら、もうすぐですのでお願いします。
... 2006/02/22(Wed) 22:31 No.1114

◇Re: 普通列車 投稿者：ＴＣＥ
札幌方面から921Dに乗車して、滝川から根室本線・快速に乗り継ぐ方も多いみたいですね。（当方野幌から乗車）
もし、当該車内でお会いできる方がいましたら、簡単にご挨拶したいと思っています。
... 2006/02/22(Wed) 23:04 No.1116

◇Re: 普通列車 投稿者：we
現時点では札幌駅乗車で滝川を経由するのが最有力候補です。
地味眼鏡女を見かけましたら声をかけてください。
... 2006/02/22(Wed) 23:48 No.1118

◇Re: 普通列車 投稿者：we
連続投稿ですみません。質問です。
朝５時に朝食を調達出来る店は、コンビニ以外にありますか？
キオスクは営業していますかね？
... 2006/02/23(Thu) 00:42 No.1122

◇Re: 普通列車 投稿者：こうすけ
当日は森林公園から921Dに乗車し、滝川・富良野経由で移動します。車内でご挨拶できればと思っていますが、お互いの顔がわからない可
能性がありますので、乗車・集合位置を事前に決めていただけると幸いです（例えば2両目の最後部デッキなど）。
921Dは岩見沢までいつも混雑しておりますので、途中駅から着席と言う形を取っていただけると幸いです。
... 2006/02/23(Thu) 01:24 No.1125

◇Re: 普通列車 投稿者：ＴＣＥ
we様
札幌駅近郊で朝5時は、コンビニ以外には無いかもしれませんね。
キヨスクも始発が動き出す6時頃にならないと開いていないかもしれません。
こうすけ様
確かに集合場所などを決めておいた方がスムーズに動けますね。
乗車後車内で合流となりますと、2両目後方デッキはわかりやすくて良いと思います。
(921Dは2両編成ですね。たまに回送車が付きますが立ち入り出来ません。)
また、５分近く停車する岩見沢・茶志内で合流という手もありますが、岩見沢は乗降客が多いと思われますので、車内合流の方が良いでしょ
うね。
we様、こうすけ様、車内でお会いできたときにはよろしくお願いします。
... 2006/02/23(Thu) 07:11 No.1127

◇Re: 普通列車 投稿者：we
場所を指定していただければお待ちしますよ。
（他に札幌駅から乗る人はいないのかな？）
＞ＴＣＥさん
やはりそうですか…。
サンクスで調達しようかな。
... 2006/02/23(Thu) 17:49 No.1130

◇Re: 普通列車 投稿者：ひろみ＠関東人
職場＠溝の口からこんばんは。
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/1c/1720.html
これによると24日と25日は天気がよさそうですが、26日は少し荒れる模様ですね。25日は最高気温でも氷点下。
明日は滝川15:20発の2433Dに乗り、帯広19:40到着の予定です。もし車内で旅行カバンにSuicaペンギンがぶら下がってるスーツを来た野
郎を見かけたら、それは私です。表情がむっとしてるかも知れませんが、基本的に淋しがり屋なのでよろしくお願いします（笑）。
では、明日を楽しみにしています。
... 2006/02/23(Thu) 21:06 No.1134

◇Re: 普通列車 投稿者：こうすけ
921Dの集合場所についてですが、先頭車両の最前部デッキでよろしいでしょうか（最後部はいつも混雑しているような気がします）。現時点で
は921Dに乗車される方は札幌からwe様、野幌からTCE様ということでよろしいでしょうか。それならば、野幌駅発車時点で全員合流が出来ま

すね。
現時点でも27日以降の行程が確定していない状況ですが、就活の関係で当初より旅行期間が短くなる可能性が高いです。
現在検討している案は、
（1）北海道＆東日本パスを利用→25日深夜～28日朝までsmile at house様宅滞在→28日は釧路まで移動→3月1日に帰宅
（2）北海道＆東日本パスを利用→25日深夜～27日朝までsmile at house様宅滞在→27日は釧路まで移動→28日は霧多布方面へ移動→3月
1日に帰宅
のいずれかです。今晩中にどちらにするか決めたいと思っています。
smile at house様、よろしくお願い致します。
... 2006/02/24(Fri) 03:33 No.1144

◇Re: 普通列車 投稿者：we
では24時間後に最前部デッキで…。
さっ、弁当作り頑張るぞ。
... 2006/02/24(Fri) 06:23 No.1146

◇Re: 普通列車 投稿者：ＴＣＥ
最前部デッキ、了解しました。明日はよろしくお願いします。
久々の921Dなので、寝坊して乗り遅れないようにしなければ…。
... 2006/02/24(Fri) 07:10 No.1148

◇Re: 普通列車 投稿者：たけ
これから家をでます。残念ながらしおりの１ページ分はコピーになりそうです。どこかでコンビニを見つけねば。インクジェット遅いよ～。
... 2006/02/24(Fri) 13:33 No.1150

◇Re: 普通列車 投稿者：こうすけ
こんにちは。
明日は一日散歩きっぷ＋普通乗車券＋特急券、2月27日or28日からは北海道＆東日本パスを使うことにしました。3月2日に帰宅予定です。
明日は駅で特急オホーツク10号を撮影して921Dに乗車します。寝坊には細心の注意をしたいと思います。
... 2006/02/24(Fri) 15:39 No.1151

◇Re: 普通列車 投稿者：we
もうすぐ皆さんとお会いできますね。
寝坊防止（苦笑）のために札幌駅近くのネットカフェに来ちゃいました。
家から45分かけて歩いて来たのですが、道路がすごく滑りますね･･･。
さやさんと対戦したい（!?）というＢＢ君（パペット）と最前部で待っています。
... 2006/02/25(Sat) 02:10 No.1162

◇Re: 普通列車 投稿者：ＴＣＥ
921D組、現在快速狩勝に乗車しております。
今のところ何事も無く移動してます。
池田で皆様にお会いできるのを楽しみに…。
... 2006/02/25(Sat) 09:23 No.1168

☆お待ちしています。 投稿者：心に刻もう！ふるさと銀河線の会

▲前 ▼次

皆様、初めまして。
私、「心に刻もう！ふるさと銀河線の会」の事務局長です。
この度は、ふるさと銀河線をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
当日は、１５時過ぎに到着とのこと。
私ども会員有志がささやかですが特製グッズ等の販売と、
特別会員である有名な穂積 規さんの特別展示で皆様のお越しを心からお待ちしております。
また、銀河線の会では当日２５日夜１９：３４に陸別発の最後の星空観望ツアーを行います。
皆様におかれましては日程的にご参加は難しいことでしょうが、お知らせしておきます。
さらに翌２６日は１２：５５北見発で池田行き「ふるさと銀河線・思い出列車」を運行します。
帯広市のＦＭウイングと共催で運行します。
臨時快速「銀河」としてヘッドマークを取り付けて運転致しますので、お時間のある方は撮影
などされてはいかがでしょうか。
詳しい運転時刻は
北見(12:55)～訓子府(13:11-13:17)～置戸(13:30-13:35)～陸別(14:10-14:15)
～愛冠(14:40-14:42)～足寄(14:48-14:55)～本別(15:08-15:15)～池田(15:46)

... 2006/02/23(Thu) 23:13 No.1139

◇Re: お待ちしています。 投稿者：心に刻もう！ふるさと銀河線の会

昨日お知らせした「ふるさと銀河線・思い出列車」ですが、
実行委員の中から「普段通りの姿がいいのでは？」という意見もあり、
ヘッドマーク掲出は取りやめとなりました。
サボは取り付け致します。お騒がせして申し訳ありませんでした。
... 2006/02/25(Sat) 01:10 No.1160

☆行きたかった。土・日も仕事です。 投稿者：複電圧車

▲前 ▼次

明日、２５日。みなさんと「ちほく高源鉄道」に乗りたかったです。途中で不参加となり皆様に迷惑をお掛けしました。
お詫び致します。どうぞ、明日一日有意義な一日でありますよう願ってます。皆様の楽しい出来事をネットの中で紹介して下さい。私は、４月２５日ま
でに行きます。。。。。。追、岡女堂駅で制服が借りれます、写真が撮れます。
... 2006/02/24(Fri) 21:37 No.1159

☆前夜について 投稿者：たけ

▲前 ▼次

こんばんは。前日に帯広に入られる方で、食事をご一緒できる方は１９：４０に帯広駅改札口に集合願います。あまり遅くなるようなことはしませんが、
せっかくですのでお会いしたいです。
... 2006/02/22(Wed) 22:28 No.1111

◇Re: 前夜について 投稿者：分オイ
前日（24日）、私は18時過ぎに帯広に入ります。
ホテルでチェックインした後、所用を済ませてから
帯広駅の改札に向かいます。 この時に、私は 手に
お菓子が入った袋を持っています。
お菓子・デザート研究会を開催しましょう！
帯広駅周辺に居酒屋はあるのでしょうか。
... 2006/02/22(Wed) 23:01 No.1115

◇Re: 前夜について 投稿者：Taku@Hokkaido
私はホテルチェックイン＆車をおいてきてから、連絡バスで19:40帯広駅着です。
分オイさま
＞帯広駅周辺に居酒屋はあるのでしょうか。
居酒屋系しかない（あいていない）といっても過言ではないです。そのためたけさまなどは会場を思案中・・・
近くには北の屋台という 屋台村もありますので、中州と比べてみるのも良いかも知れませんね。
... 2006/02/23(Thu) 01:11 No.1124

◇Re: 前夜について 投稿者：あお
私も参加します。
早めに帯広入りしそうなので先にチェックイン済ませて参加します。
... 2006/02/23(Thu) 01:30 No.1126

◇Re: 前夜について 投稿者：たけ
明日は、栞の製本をしながら移動しています。見かけたら手伝ってくださいまし・・・汗
... 2006/02/23(Thu) 21:45 No.1136

◇Re: 前夜について 投稿者：トマム
明日は羽田発午後の飛行機で帯広空港に到着後、ダイレクトに宿にチェックインします。
私も参加させていただきます。
よろしくお願いします。
... 2006/02/23(Thu) 21:48 No.1137

◇Re: 前夜について 投稿者：ひろみ＠関東人
豚丼も食べさせてくれる居酒屋さんっぽいお店なら存じ上げてますよ。
私は豚丼を食べにその店へ行くつもりです。
... 2006/02/23(Thu) 21:53 No.1138

◇Re: 前夜について 投稿者：分オイ
こんばんは。明日の午前中のＡＮＡ機で北海道に行きます！
千歳到着後、札幌に出て
きっぷの購入をし、駅周辺で買い物をして Ｓとかちに乗車します。
＞＞Ｔａｋｕさま、
屋台村 博多の屋台とはまた違った感じでしょうから、ちょっと気になります。
＞＞ひろみさま、
帯広名物の豚丼 一度は食べてみたいです。そして、張碓駅の話しを聞かせ下さいませ。（汗）

皆さんに会えるのを楽しみにしています。
... 2006/02/24(Fri) 00:33 No.1141

◇Re: 前夜について 投稿者：ひろみ＠関東人

明日6時のバスで羽田に行かねばならないのにまだ起きてる私。。。
帯広ですが、某豚丼有名店は恐らく私が帯広に到着する時間には品切れ閉店しているかもしれませんので、
もしよろしければごいっしょします？
問題はどのようにして待ち合わせをするかですよね。
... 2006/02/24(Fri) 01:28 No.1143

◇Re: 前夜について 投稿者：たけ
次の日も肉ですから、肉オフになりそうですねぇ。荷物もありますが、帯広に１９：４０についた段階で、駅改札（１箇所だったと記憶しています
が）にあつまりませんか。もし、わからなければ皆さん、私の連絡先をお伝えしていますので、そちらにお電話下さい。お店はどこでもいいで
すが、１２，３人が入れる＆金額はあまり高くなく（コースなどにしなくてもいい）、駅から近いところならどこでもいいと思います。４時から印刷
再開しています。女子フィギアスケートを見ながら・・・。
... 2006/02/24(Fri) 06:07 No.1145

◇Re: 前夜について 投稿者：Taku@Hokkaido
私も仕事以外活動のために今日休暇なのですが、フィギュア見るのに５時起きです。メダル０は回避ということで やれやれ
帯広駅ですが、厳密にいうと改札は２つ → １・２番線改札｜ 通路 ｜３・４番線改札
向かい合わせなので 実質１つです。
12～13人ですか 一応 とかちの食ガイドブック（車に常備）も持って行きますが、みなさまお菓子などを持ってこられているようなので、その
まま待合室orとかちプラザのロビーでオフしてからとか・・・
オフ後 私たちは間違いなく飲みに行きます（笑）
... 2006/02/24(Fri) 06:50 No.1147

◇Re: 前夜について 投稿者：トマム
さて、今から羽田空港に向かいます。
後ほど宜しくお願いします。
あと、連れのきぼう号氏も参加したいとのことで併せてお願いします。
ちなみに飲みは大歓迎でございます（笑）
... 2006/02/24(Fri) 10:21 No.1149

◇Re: 前夜について 投稿者：分オイ＠道内入り
こんにちは。ただいま、Ｓとかち7号の1号車に乗っています。今日は？増結1号車が連結されています。
帯広まで、先頭の窓から景色を撮影します。
九州ではまず見れない大雪に歩く時、苦労しました。（汗） 札幌市内で、福岡県内にある べ○ト電器に行きました。 隣に博多ラーメンの店
が…
それでは 帯広でお会いしましょう
... 2006/02/24(Fri) 16:08 No.1152

◇Re: 前夜について 投稿者：たけ
現在、十勝清水。たけ、さや、あお、としあき、ひろみが合流。
... 2006/02/24(Fri) 18:41 No.1153

◇Re: 前夜について 投稿者：たけ
大変失礼なお話しで恐縮ですが、みなさん荷物が大きいので、到着後先に荷物を置きたいと思います。駅の改札口集合を七時五十分にさせ
てください。急な変更で申し訳ありません(>_<)。お店はひろみさんおすすめの店に行きます(*^o^*)。
... 2006/02/24(Fri) 18:56 No.1154

◇Re: 前夜について 投稿者：Taku@Hokkaido
ただいま十勝ビール ３階にて 前夜祭中です！
... 2006/02/24(Fri) 21:36 No.1158

☆スーパーおおぞら３号 投稿者：たけ

▲前 ▼次

スーパーおおぞら３号で池田に入られる方もたくさんいらっしゃいます。事前の情報交換等が必要でありましたら、もうすぐですのでお願いします。
... 2006/02/22(Wed) 22:29 No.1112

◇Re: スーパーおおぞら３号 投稿者：本物のＪＲ運転士＠北海道乗り鉄中
こんばんは。私も、スーパーおおぞら３号で池田へ向かいます。
どうぞ宜しくお願い致します。
... 2006/02/22(Wed) 23:59 No.1119

◇Re: スーパーおおぞら３号 投稿者：鬼峠
たけさんには池田10:37着予定と連絡していましたが，やはりスーパーおおぞら３号を利用することにしたいと思います。
... 2006/02/23(Thu) 23:18 No.1140

◇Re: スーパーおおぞら３号 投稿者：Kazuo＠網走
こんばんは。
私も表題の列車で池田入りしますのでよろしくお願いします。

... 2006/02/24(Fri) 20:44 No.1155

◇Re: スーパーおおぞら３号 投稿者：日高三股
いよいよ明日ですね！！
私も帯広からこの列車にて池田へ向かいます。
子連れ３人組みがいたらお声おかけくださいね。
... 2006/02/24(Fri) 20:49 No.1156

◇Re: スーパーおおぞら３号 投稿者：hiro
天気は良さそうですね。自分も羽田発とかち帯広行き１便で渡道し、この列車を利用します。最後尾の車両に乗り込む予定です。よろしく！
... 2006/02/24(Fri) 21:21 No.1157

☆いよいよ明後日です。 投稿者：マリオ

▲前 ▼次

いよいよ明後日となりました。なんかワクワクしています。天気もまずまずようで荒れる心配はなさそうです。皆様にお会いすることを楽しみしていま
す。
... 2006/02/23(Thu) 21:01 No.1133

☆北見から 投稿者：たけ

▲前 ▼次

北見から銀河線を使って、池田に入られる方が数名いらっしゃいます。事前の情報交換等が必要でありましたら、もうすぐですのでお願いします。
... 2006/02/22(Wed) 22:30 No.1113

◇Re: 北見から 投稿者：ポニー１３９
私は、７４０Ｄ～７１０Ｄで陸別に行き、３＃のホームの積雪状態を確認したいと思っています。
その後、７１２Ｄで池田へ向かう予定です。
高島での９９９同士の離合も、捨てがたいのですが、タイミング良く、池田に行くバスなんてないてらすよねぇ＾＾
... 2006/02/23(Thu) 17:21 No.1128

◇Re: 北見から 投稿者：Smile at house
http://www15.plala.or.jp/chihoku/jikoku.html
↑時刻表です。
私は702D2548Dって言う、北見発9：20、池田着11：42です。
道路などの雰囲気情報です。
昨日まで最高８度近い暖かい日が続きました。
けっこう雪融けです。
でも明日から寒気が押し寄せ、最低-15度になるようです。
融けたり凍ったりを繰り返す時期ですので、恥ずかしくないならゴム長靴ですね。
転倒すると、濡れ鼠ですので、ズボンの着替えは常備です。
水溜りの底に氷が有る事が多いです。
ゴム長で無いなら、足が入るポリ袋、替えの靴下を常備です。
... 2006/02/23(Thu) 17:47 No.1129

◇流氷 投稿者：Smile at house
http://www.tadatu.knc.ne.jp/
↑常呂（能取湖西側）の高台からのライブカメラが有ります。
沖合い30kmとかに居るらしいので、期待は薄いです。
今年は接岸している時間が短かったです。
二月とは思えない暖かさでした。
雪も、多くはなかったようです。
... 2006/02/23(Thu) 17:52 No.1131

☆いよいよ来週ですね！ 投稿者：分オイ

▲前 ▼次

こんばんわ。いよいよ来週に迫りましたね～
北海道に行けるのを今か今かと首を長くして待っています。（爆）
最近は、本屋で北海道の旅行本を見ています。札幌・小樽・帯広などに目を通して
おります。宿泊先が帯広駅前なので、当日は遅刻せずにお伺いします。
バスが出てなく、徒歩も無理との事ですので、私も列車にて池田に行きます。
さて、前にも書いた（書かれているかも知れませんが。）かも知れませんけど、
今現在の北海道地方の夕方は１６時ぐらいで日は沈むのでしょうか？ （何回もすみません）
※勿論タオルと飲み物持参で、 そこで私は、ミニ雪だるまを作りタオルをぶん回します。
ついに、今回の目的でもあった、オレンジランプの灯った駅名板を撮影する事が出来るので楽しみです。

... 2006/02/15(Wed) 23:12 No.1085

◇Re: いよいよ来週ですね！ 投稿者：あお
気象協会のＨＰですと１７時頃の日の入りになってますよ。
分オイ様、九州から長旅ですが気を付けてお越しください。自分も２４日夕方に帯広入りします。時間があればお菓子デザート研究会やりまし
ょう(^o^)／
... 2006/02/16(Thu) 05:36 No.1088

◇Re: いよいよ来週ですね！ 投稿者：hiro

カシミールという山のソフトで調べたら、当日の「陸別」駅では１６時４７分に山(丘？)に沈むようです。快晴なら陸別までは日が出ているようで
す。自分も今から楽しみにしています。でもインフルエンザが会社で流行っているので、心配です。あとは体調の管理と当日の天候ですね。
... 2006/02/16(Thu) 22:14 No.1091

◇Re: いよいよ来週ですね！ 投稿者：たけ
いよいよですね。北海道入りを始める方も出る頃ですね。
今日、こうすけさんと一緒にヘッドマークを送りました。乗車証明書もできあがっています。
あとは旅のしおりを充実させるだけですが、こちらも順調です。
... 2006/02/18(Sat) 10:47 No.1093

◇Re: いよいよ来週ですね！ 投稿者：たけ
集合時間１週間前です！
... 2006/02/18(Sat) 12:02 No.1094

◇Re: いよいよ来週ですね！ 投稿者：としあき
わたしは、明日から北海道に行きます。
それではよろしくおねがいします。。
... 2006/02/20(Mon) 00:33 No.1097

◇Re: いよいよ来週ですね！ 投稿者：あお
今日あたりから出発される方もいらっしゃいますね。自分も旅の準備は出来たので今週金曜日に出発します。
... 2006/02/20(Mon) 09:56 No.1098

◇北海道へ向かって・・・。 投稿者：本物のＪＲ運転士
【としあき】さまに遅れる事1日。サボが入った荷物を手に、私も北へ向けての乗り鉄を開始しました。
『北海道フリーパス』での乗り鉄ですので、【オフ会臨時列車】と同様に【他列車の乗り鉄】も満喫したいと思っております。
... 2006/02/21(Tue) 12:06 No.1105

◇Re: いよいよ来週ですね！ 投稿者：としあき
皆さんに残念なお知らせです。
流氷は影も形もありません。流氷観光を予定していた方は違うところにいったほうがいいかも。
あと、結構あったかいです。寒くないです。いまのところ・・・
流氷特急で本物の運転士さんを探しましたがわからず・・・
... 2006/02/23(Thu) 00:24 No.1120

◇Re: いよいよ来週ですね！ 投稿者：本物のＪＲ運転士
【としあき】さま
『流氷特急オホーツクの風』では１号車に乗車しておりました。
私が席から動いたのは、トイレ目的を除きますと『１～３号車の車内（座席～流氷特急ポスト）』と『遠軽駅での停車中に列車を撮影した』くらい
です。
... 2006/02/23(Thu) 00:30 No.1121

◇Re: いよいよ来週ですね！ 投稿者：Taku@Hokkaido
流氷ノロッコ号車窓から流氷見れたのは数日かと思います。参考サイトで、下記などで流氷の動きを確認してみてください。
サロマ湖で結氷しているところもありますが・・・
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/seaice/okhotsk_south.html
... 2006/02/23(Thu) 01:09 No.1123

☆DVD 投稿者：hiro

▲前 ▼次

お土産に、こんなの売ってるよ。９００個限定！ http://www15.plala.or.jp/chihoku/singuzzu/dvd.html
... 2006/02/22(Wed) 23:42 No.1117

☆前夜in帯広 お菓子・デザート研究... 投稿者：たけ

▲前 ▼次

私も予約しました。２４日は帯広のホテル十勝イン。二人で約６０００円です。北見は、スーパーホテル北見
（http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kitami/kitami.html)も２名で4.980円（ウィークエンドプラン）で朝食つきに予約。予約のボタンを押さないと細か
いプランが見えないので紛らわしいのですが・・・。私はロフトがあるのでそれに惹かれました。普段とは違うような空間で寝るのが大好きです。北見
は３ヶ月先の２月２５日なのに満室の部屋もあってびっくりです。
... 2005/12/06(Tue) 12:28 No.705

◇前夜in帯広 投稿者：あお
東横インに予約したのは自分がここの会員になっているため多少割引が利くのでここにしました。
前に系列のところで会員登録したので会員優先で３ヶ月(一般は２ヶ月)前に予約が出来るので便利です。
なので羽田の前泊、帯広、北見と３泊系列で泊まることになりました。
... 2005/12/06(Tue) 13:15 No.707

◇前夜in帯広 投稿者：分オイ
こんばんわ！
ホテルの予約をされた方がいらっしゃるようですね～
私も、ホテルをどうするか迷っています。宿泊は２４日のみ！
北海道で宿が取れなかったら、困りますからね！

この予定も当初考えていたものと全く違ったものになりました。
... 2005/12/06(Tue) 23:20 No.711

◇前夜in帯広 投稿者：たけ
分オイ様 ご一緒しませんか？
さらに、本物のJR運転士様のくだらないサークル「お菓子・デザート研究会」の北海道支部会を・・・。
... 2005/12/06(Tue) 23:40 No.714

◇前夜in帯広 投稿者：分オイ
是非、ご一緒させて頂きたいと思っております。
宜しくお願いします。
本物のＪＲ運転士さまのＨＰ内の掲示板では 【くだらないサークル】と言う掲示板があり、そこで私は『お菓子・デザート研究会』の会長をして
おります（笑）
これを機に、北海道支部をたけさま、さやさまにお願いしたいと思っております。（爆）
北海道ですと、六花亭のお菓子が有名すぎますけど、お土産の店では、夕張メロン味のハイソフトや 北海道ミルクのコロンなど、土地限定の
お菓子がありますよね、
是非とも 北海道のお菓子を紹介していただきと思います。
... 2005/12/07(Wed) 00:18 No.715

◇前夜in帯広 投稿者：あお
たけさん、分オイ様ぜひ自分も｢お菓子デザート研究会｣北海道支部会に参加させて頂けますか。
横浜ならではのお菓子、デザートを持参の上馳せ参じます。
... 2005/12/07(Wed) 03:41 No.716

◇前夜in帯広 投稿者：あお
２５日の宿泊、たけさんの書き込みしてあるスーパーホテルの値段に惹かれ早速予約させてもらいました。
うちら２名も同じプランにさせてもらいました。帯広の予約もできたら変更しようかなと考えています。
... 2005/12/07(Wed) 04:27 No.717

◇前夜in帯広 投稿者：たけ
【くだらない】サークルですので、翌日に影響しないように楽しみたいです。お腹弱いので・・・
... 2005/12/07(Wed) 11:02 No.718

◇お菓子・デザート研究会 投稿者：本物のＪＲ運転士
何やら、『お菓子・デザート研究会』が【支部設立】という話になってまいりましたね。
もし宜しければ、私のホームページ内で『お菓子・デザート研究会』の【新役員（爆）】としてお名前を掲載させて頂きたいのですがいかがでしょ
うか？
【北海道支部：たけ・さや さま】、【関東支部：あお さま】、お返事をお待ちしております。
... 2005/12/07(Wed) 11:37 No.719

◇前夜in帯広 投稿者：あお
ＪＲ運転士様はじめまして。関東支部〔？〕のあおです。
自分の場合は多分お土産やコンビニのほか地元にあるお菓子やデザートの紹介も出来ればと考えております。
これはというものがあれば色々紹介させていただきますのでどうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
... 2005/12/07(Wed) 12:35 No.720

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：たけ
スレッドを分割しました。前日に・・・これは意外な展開ですね。宜しくお願いします。
あおさんをリーダーに東日本支部でもいいですよ。
... 2005/12/07(Wed) 15:05 No.722

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：複電圧車
岡女堂駅では、時間帯によって出来立ての「甘納豆」が試食出来ます。
当日、定価より安く買うことが出来ると思います。・・・交渉余地あり
... 2005/12/07(Wed) 18:57 No.724

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：Taku@Kitami
24日のプレイベントもおもしろそうですね・・。でも六花亭本店は９：００～２０：００までです。25日朝 開店と同時に襲撃するのもありですね。
（開店直後も閉店間際もいったことあります）

... 2005/12/07(Wed) 23:33 No.727

◇ お菓子・デザート研究会 投稿者：分オイ
こんばんわ！
タイトルが、お菓子・デザート研究会になってますね（笑）
本物のＪＲ運転士さまも書かれております通り、是非
新役員の方々に 【お菓子・デザート研究会】にお越し頂きたいと
思っております。北海道支部のたけさま、さやさま 関東支部のあおさま
そして、くだらないサークルの総管理人さまの本物のＪＲ運転士さま
今後とも宜しくお願い致します。
また、私も参加したいと言う方がおりましたら、本物のＪＲ運転士さまのＨＰ内にある
掲示板【くだらないサークル】へお越しください
様々なサークルが展開されております。
... 2005/12/07(Wed) 23:53 No.728

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：たけ

先ずは、くだらないサークルｉｎ帯広ですね。六花亭本店があいていなくても、商品はゲットできますので。
他にもいろいろなお菓子があるし。やっぱりスィートポテトか・・・
... 2005/12/07(Wed) 23:56 No.729

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：あお
帯広の夜も楽しそうですね。夜はたけさん豚丼食べましょう。自分は東横インへ宿泊します。色々調べてみましたが一杯なので東横インの予
約をそのままにしました。あと、時間によってはたけさん、さやさんとうちの２名の４名でのんびり帯広を目指しますか？
... 2005/12/08(Thu) 03:56 No.732

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：たけ
＞あお様
ホテル十勝インがいっぱいですか・・・。昨日はあいていたのに。
帯広入りですが、前後の予定のスレッドにあるように富良野経由で入ります。今のところ他にも同行できるという方がいらっしゃるそうなので、
ひょっとしたら富良野あたりから「こぞって？」帯広を目指す事になるかもしれませんね。
... 2005/12/08(Thu) 10:18 No.733

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：たけ
あと・・・夜の豚丼はちょっと悩みはじめています。翌日もオニクだから。食べてもさやと半分ずつでいいかなー。
... 2005/12/08(Thu) 10:19 No.734

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：あお
そうですよね。実は自分も同じ問題を抱えています。連日肉肉では飽きてしまうので今色々お店を探しています。
居酒屋はすぐ見つかるのですが、お酒飲まなくても良ければ直ぐに席だけ押さえる事は可能ですが・・・
それですとお互いの宿泊先には近くて良いんですけどね。
でも、折角帯広へ行くんですから豚丼食べずにどうするの？というのもあるんですよね。
とりあえず時間があるのでもう少し捜してみますね。
... 2005/12/08(Thu) 11:33 No.735

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：たけ
豚丼に関してはネットには出ていないと思いますが、帯広に行くと必ずといっていいほど寄る店はあります。居酒屋なんですけどね。お持ち帰
りもできますし。でも、そこまで帯広＝豚丼にはこだわっていません。富良野で弁当積み込みでもいいのですが。先ずは何時の列車で行く事
になるか（相棒の仕事次第）ということと、一緒に行かれる方のご意見も聞いてみたいという事と、遅くなると思うので「お菓子・デザート研究
会」をどこでやるかということですね。みんな同じホテルだったら簡単なんですけどね・・・。遅くならない程度にびっくりドンキーに行ってもいい
ですけどね・・・（ここも肉かぁ！）
... 2005/12/08(Thu) 13:08 No.736

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：たけ
十勝イン・スーパーホテルはまだ空があるようですのでご確認下さい。
... 2005/12/08(Thu) 16:20 No.738

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：あお
十勝インはじゃらんネットから予約しました。じゃらんのほうからの予約は早めにした方が良いですよ。かなり少な目の設定になっていました
ので・・・その他の宿泊予約サイトでもあるようなので確認されると良いです。
スーパーホテルはホームページから直ぐに予約取れました。まだ余裕があるようですから大丈夫ですよ。
... 2005/12/09(Fri) 04:07 No.742

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：としあき
こんにちは。としあきです。
私も甘いもの大好きですよ。大阪で甘いもの同好会を勝手にやってますし・・・
私も十勝インに予約を入れました。じゃらんだとＴポイントもたまるのですね。お得ですね！
別スレによねくらのバナナ饅頭グループ購入スレを立てましたので、ぜひみなさんで買いましょう！
... 2005/12/09(Fri) 15:47 No.744

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：k2
今晩は、自分は十勝ガーデンズホテルを予約しました。
新得に泊まる予定でしたが、翌日を考えると帯広の方が楽なので。
24日は、帯広空港でレンタカーを借りて、夕方帯広市内で返却します。
24日の昼間に帯広周辺にいらっしゃる方っているんでしょうか！？
夜は皆様と合流できそうです。
... 2005/12/09(Fri) 22:37 No.755

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：たけ
現在前日の夜の帯広には８名の仲間が集まるようですね。状況次第では１０名・・・。
... 2005/12/09(Fri) 22:41 No.759

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：さや
「お菓子・デザート研究会」のお誘いありがとうございます。２４日には地元、旭川銘菓をお持ちします♪

... 2005/12/11(Sun) 23:39 No.774

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：分オイ
こんばんわ！私も参加しますよ！（この会の会長でしたね（汗））
地元、福岡の銘菓をお持ちしますので、楽しみにしといてくださいましまし
... 2005/12/12(Mon) 00:19 No.775

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：さや
私は甘いものの中でも特にさつまいも&スイートポテトが大好きです。しっとりしたあの甘さ、おともに牛乳があれば最高です。北海道では帯
広が有名ですよね。今回もクランベリーのスイートポテト入手をねらいます。
さつまいもの本場九州では、すてきなポテトがたくさんあるのでしょうか？北海道美瑛のいたるところで揚いも&ふかしいもが売っているよう
に、鹿児島でもさつまいもとスイートポテトの路上販売が行われているのでしょうか？近い将来確かめに行ってみたいです。
... 2005/12/13(Tue) 13:42 No.796

◇ お菓子・デザート研究会 投稿者：きたろう
＞さや様
クランベリーのスイートポテト確保しておきますか？（爆
おともにうちの牛乳を！自分も帯広銘菓or芽室銘菓を持っていきます。じぶんはお菓子・デザート研究会の会議？にさんかできないので、列
車の中に持ち込みます。あと牛乳は腐るほど（実際腐るものであるのでよければPETボトルでお持ちしますよ。
... 2005/12/13(Tue) 21:33 No.799

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：あお
お菓子・デザートからは脱線しますが、十勝インに宿泊される方に情報です。
系列の十勝ガーデンズホテルの温泉に割引で入浴できます。チェックイン時に十勝インのフロントで確認してみてください。十勝特有のモー
ル泉に入れるチャンスです。
... 2005/12/14(Wed) 19:20 No.815

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：k2
＞あお様
帯広市内の銭湯は殆どがモール泉です。
340円で入れます。下記のURLからどうぞ。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~tokachi/obihiroonnsen.htm
＞甘いもの好きな皆様へ
帯広で「六花亭」と並ぶ（地元では六花亭以上かも）お菓子や「柳月」の「三方六（いわゆるバームクーヘンです）」。運がよければその切れ端
を買い込んでゆきます（カステラの切れ端と同じ事です）。
... 2005/12/15(Thu) 00:47 No.829

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：きたろう
>>お菓子や「柳月」の「三方六（いわゆるバームクーヘンです）」。運がよければその切れ端を買い込んでゆきます（カステラの切れ端と同じ事
です）。
三方六の切れ端はおいしいですよね。自分もよく食べます。柳月は柏林台から上士幌方面に走る国道のバイパス（何号線だったか忘れまし
たが、）そこにどでかい工場があります。余裕がある方はよってみたらどうでしょうか？
... 2005/12/15(Thu) 07:52 No.833

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：分オイ
>>さやさん、
さつまいもと言えば鹿児島ですが、福岡にも芋を使ったお菓子がありますよ！
今回はこの芋のお菓子をお持ちします。
九州にも是非遊びに来てくださいね、その際はリレーつばめ＆九州新幹線つばめで 温泉と芋のお菓子を訪ねてみてください！お酒が飲め
るんでしたら、九州では定番の芋焼酎もお薦めです。（私は芋焼酎が大好きです。爆）
... 2005/12/18(Sun) 22:47 No.849

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：あお
分オイさん、まさか銘菓博多ぽてとでは・・・
自分は横浜からはありあけのハーバー、東京からごまたまごその他諸々になるので相当量になります。
... 2005/12/19(Mon) 02:12 No.852

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：たけ
これはこれはすごいことに・・・。お菓子の食べすぎで主食が食べられないという事が・・・。
... 2005/12/19(Mon) 09:49 No.853

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：さや
＜きたろうさん
クランベリーは前日帯広入りするときに購入する予定なので大丈夫ですよ♪
きたろうさんのお宅はうしやさんですか？小さい頃、私の家の近くのうしやさんからほんとの牛乳を分けてもらっていました。味が濃くて美味し
いんですよね。
でもなまものですし、仔牛ちゃんのごはん横取りするわけにもゆきませんので、どうぞお気づかいなく。

... 2005/12/19(Mon) 21:25 No.859

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：さや
＞分オイさん
おいものお菓子ですか？わぁ、楽しみです＼(i∇i)／
いも焼酎は以前少しだけ飲んだことがあります。確か「つくし」だったかな？お酒はあまり強くないので臭いに負けましたが、また今度飲んで
みたいです。
... 2005/12/19(Mon) 22:47 No.860

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：ひろみ＠関東人
では、私は名古屋名物（？）なごやんでも持っていきましょうか？？
http://omiyage.gnavi.co.jp/item.cgi?item_id=1000371
... 2005/12/20(Tue) 12:22 No.866

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：たけ

おもしろいネーミングですね。それよりも、このサイトの注意事項がおもしろすぎます。
↓↓ 注意することなのかな（笑）
■注意事項： 他に、16個入1,050円、24個入1,575円がございます。
... 2005/12/20(Tue) 12:27 No.867

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：あお
なごやん入手しまして試食しました。
洋風のおまんじゅうですね。中の餡は黄身餡になっていておいしかったです。
... 2006/01/21(Sat) 20:27 No.958

◇Re: 前夜in帯広 お菓子・デザート... 投稿者：Taku@Hokkaido
私も友人１名と参加させていただくことになりましたので、よろしくお願いします。
予約できれば、足寄の甘納豆食パンを買っていきたいと思います。
... 2006/02/22(Wed) 22:22 No.1110

☆懇親会後 投稿者：Taku@Hokkaido

▲前 ▼次

了解しました。３人の方から頂いた分で良さそうですね。明日職場指定の代理店（○Ｒ北海道）へ連絡します。
夜行バス・夜行列車までの過ごし方ですが、旅のしおり用に原稿をたけさまにお送りしました。また北見市のコンベンション支援も適用で、簡単なガ
イドブックとお土産を調達しましたので、そちらを参考にしていただけると思います。
しおり原稿に書き忘れた案を３つ（地図に入らなかったからもありますが）
・スリラーカラオケ北見店 http://www.takahasi.co.jp/shop/kitami10.html 30分 420円
・やぐら鮨 22時以降 刺身・鮨半額になります
・21:30発の銀河線で置戸or訓子府まで往復
... 2006/02/20(Mon) 23:02 No.1104

◇Re: 懇親会後 投稿者：Taku@Hokkaido
23時閉店ですが、駅前（東横インとなり）にミスタードーナッツがあります。
ちょうど ドーナッツ100円、パイ・マフィンなど120円セールやっています。（最近ドーナッツの値段下がったので、以前ほどはお値打ち感なく
なりましたが）夜行オホーツクの場合は、こちらで過ごすのはいかがでしょうか？
もう１カ所 JR北見駅待合室で、BS放送を見ながら過ごすのもあります。（オリンピックの女子フィギュア－録画－が放送していると思われ
ます）
... 2006/02/22(Wed) 12:59 No.1108

◇Re: 懇親会後 投稿者：分オイ
北見駅前にはミスドがあるんですね。
ここでコーヒーを飲んで、デザート程度のドーナッツを取ってもいいでしょうし、
カラオケも気になります。値段が安いですねぇ～ 懇親会が終わった後に、ＪＲを利用される方は
何人くらいなんでしょうか？
... 2006/02/22(Wed) 21:50 No.1109

☆原稿募集 投稿者：たけ

▲前 ▼次

今週の開いている時間に「乗車パンフレット」をどんどん作成していこうと考えています。銀河線・ちほく線の思い出などを載せてもいいという方は、６０
０字程度にまとめてお寄せ下さい。お待ちしています。もっと多くなるという方はご相談下さい。
... 2006/02/07(Tue) 16:08 No.1042

◇Re: 原稿募集 投稿者：たけ
その他、以前話題になっていた「歌」の歌詞や、ちほくにまつわる話題をお持ちの方はぜひお寄せ下さい。
... 2006/02/07(Tue) 23:09 No.1048

◇Re: 原稿募集 投稿者：鬼峠
とりあえず，池田音頭，本別小唄，本別シャンソン，本別慕情，新本別観光音頭，ふるさと本別，足寄町民歌，陸別町町歌，陸別音頭，置戸
音頭，訓子府小唄，訓子府音頭，北見おどりの歌詞は調べてあります。
体裁を教えていただければ，PDF等で原稿を作成してお送りすることもできますが，どのような形で提供すればよいでしょうか。
... 2006/02/08(Wed) 23:31 No.1056

◇Re: 原稿募集 投稿者：たけ
鬼峠様
Ａ４に割付印刷をして、中綴じホッチキスで冊子にしますので、１ページはＡ５サイズになります。
印刷時に縮小が可能だと思われますので、Ａ５サイズでも見やすいような状態で送っていただけると助かります。
ちなみに、ＷＯＲＤで作成中です。
... 2006/02/09(Thu) 00:09 No.1057

◇Re: 原稿募集 投稿者：たけ
【ちほく高原鉄道・国鉄池北線の歴史】をまとめていただける方はいらっしゃいませんか。どなたもいらっしゃらなければ私がやります。サイト
をお持ちの方で、そこにある記事や写真をしおりに掲載しても良いという方もご連絡をいただければ嬉しいです。
... 2006/02/09(Thu) 12:46 No.1060

◇Re: 原稿募集 投稿者：ポニー１３９
年表形式の文章だけでよければ、書きましょうか？
... 2006/02/09(Thu) 20:31 No.1063

◇Re: 原稿募集 投稿者：鬼峠
歌は沿線市町各1つとして，歌とともに簡単な町の紹介を入れることなどもできますが，沿線市町紹介は別立てで設ける予定はありますでしょ
うか。
あと，写真はありませんが路線図は大正～昭和前半を中心に取り揃えてありますので提供することはできます。
縦断面図も載せると面白いでしょうね。
... 2006/02/09(Thu) 22:57 No.1066

◇Re: 原稿募集 投稿者：たけ
鬼峠様 非常にいいですね。沿線の紹介というページも考えていましたのでそれができるととてもいいと思います。
ぜひ、お願いします！
... 2006/02/09(Thu) 23:53 No.1067

◇Re: 原稿募集 投稿者：たけ
メインとなる原稿はなんとかなりました。あとは私が準備していきます。
個人的な「銀河線の思い出・エピソード」などがありましたらぜひお寄せ下さい。
（文集みたいね・・・）
... 2006/02/12(Sun) 21:42 No.1074

◇Re: 原稿募集 投稿者：３１１レ
こんばんは、参加者の３１１レです。
１９３２年当時の陸別駅関係の写真であれば所持しております。
この資料が使用できるようでしたら、連絡下さい。
... 2006/02/14(Tue) 23:28 No.1082

◇Re: 原稿募集 投稿者：たけ
３１１レ様 ご投稿ありがとうございます。
どのような写真かイメージがわきませんので、メールで添付頂けると助かります。
... 2006/02/15(Wed) 14:50 No.1083

◇Re: 原稿募集 投稿者：３１１レ
遅くなりましたが、先日３枚の画像を添付させていただきました。
... 2006/02/21(Tue) 22:28 No.1106

☆北見からの足 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

懇親会終了後、オホーツク１０号にて、札幌方面に戻られる方で、所定の乗車券を購入しようと思っている方は
どの位、いらっしゃるのでしょうか？
６名単位になれば、札幌～北見間の指定席回数券が利用できますね。
［一人あたり６８００円（所定だと８８００円）］

... 2006/01/27(Fri) 02:10 No.970

◇Re: 北見からの足 投稿者：はんな
定期「オホーツク10号」の乗り納めもしたいけど
ドリーミントオホーツク号の安さ5190円にも惹かれて迷っています。
夜行バス乗った事無いので一度経験してみるのも良いなと思ったり。
しかし、乗り慣れ鉄オホーツク・・・
ホントに、迷ってます。
... 2006/01/28(Sat) 15:33 No.977

◇Re: 北見からの足 投稿者：鬼峠
オホーツク10号にするか，翌日にするかわかりませんが，札幌までまっすぐ戻りますので，6人集まるなら回数券を利用したいです。
... 2006/01/28(Sat) 17:55 No.979

◇Re: 北見からの足 投稿者：たけ
オホーツク１０号の方は他にも数名いらっしゃると思うのですが，北海道フリー切符でご旅行されている方も多いので如何でしょうか。この切
符の場合，快速北見→旭川－札幌特急という利用は出来るのかな。途中下車をしなければ規約上も問題が無いような気もするのです
が・・・。
... 2006/01/30(Mon) 08:05 No.998

◇Re: 北見からの足 投稿者：Taku@kitami
あらかじめご連絡いただけましたら、Ｒきっぷ北見→札幌のばら売りを購入しておくことは可能です。
（北見の旅行代理店で、回数券の値段÷６でばら売り対応してくれますので）
なお札幌出発でしたら、代ゼミ横のコスモプラザで各自購入された方が、若干安くなりますので、そちらをおすすめします。
ちなみに私は 夜行なら 眠り安い ドリーミント派です。（網走バス 新車が、カーテン薄いのと「禁煙＆時計」の発光ダイオードをなんとか
してほしいのですが）ちなみに ４枚の回数券なら 4,655円です。
... 2006/02/01(Wed) 12:47 No.1017

◇Re: 北見からの足 投稿者：Taku@kitami

規定上は問題ありませんが、札幌・旭川駅前の金券ショップでＳきっぷを買うと、北見→旭川 3,880円＋旭川 2,470円＝6,350円なので・・・
... 2006/02/01(Wed) 18:40 No.1019

◇Re: 北見からの足 投稿者：we
気持ちはオホーツク１０号（指定・自由どっちでも可）。
金銭面はドリーミント。
いやーどうしよう。
... 2006/02/01(Wed) 19:32 No.1021

◇Re: 北見からの足 投稿者：分オイ
北見～札幌間、オホーツク１０号と、ドリーミント号（夜行バスなんですね）
時間的には後者の方が早く着くみたいですねぇ～ しかも、途中休憩があるとの事で、
私にしてみれば魅力的です。が、オホーツクの車両には自販機は付いているのでしょうか？
私も札幌までまっすぐ戻ります。
... 2006/02/01(Wed) 21:41 No.1024

◇Re: 北見からの足 投稿者：のらりくら２号
夜行限定往復きっぷはいかがでしょうか？
当日は銀河線の南下中に撮影をしていけますから…
... 2006/02/01(Wed) 22:10 No.1025

◇Re: 北見からの足 投稿者：Taku@kitami
分オイさま
夜行オホーツクというか１８３系は 基本的に車販対応なので、自動販売機はないと思います。遠軽駅の立ち食いソバって、今も深夜営業し
ているんでしたっけ？
ドリーミントですが、夜行便は 北見＝札幌間は 乗務員交代・到着時間調整で停車しますが、途中休憩ということで車外にでることはでき
ません。夜行便については男性は前方から、女性を後方から販売しているため、原則的に男性は３列シートになります。
昼便は 層雲峡付近のドライブインで10分休憩します。
夜行オホーツクが３月改正で季節運行になるので、さよなら乗車派が多いのでしょうか？
... 2006/02/01(Wed) 22:19 No.1026

◇Re: 北見からの足 投稿者：Taku@Kitami
近くなってきたので あげておきます。
北見＝札幌のRきっぷ バラ売りご希望のかたいましたら ご連絡ください。
北見で仕入れておき、１枚6800円。池田駅にて販売致します。（ちなみに札幌の金券ショップでは7200円とかしていました）
... 2006/02/09(Thu) 03:39 No.1059

◇Re: 北見からの足 投稿者：we
＞Taku@Kitamiさん
Ｒきっぷの購入を希望します。
（迷いましたが、今回は鉄道の旅に徹することにします）
現在、携帯からアクセスしてますので、後日改めて連絡します。
よろしくお願いします。
... 2006/02/09(Thu) 22:28 No.1065

◇Re: 北見からの足 投稿者：分オイ
そう言えば、このオホーツクには１４系（寝台車）が連結されていますけど、
寝台料金は別になると言う事ですよね、
私もオホーツクに乗車します。
... 2006/02/12(Sun) 22:31 No.1076

◇Re: 北見からの足 投稿者：Taku@Hokkaido
遅くなりました AIRDOの女満別就航初便で東京経由沖縄へ行ってきました。しっかり道新オホーツク版に写真が載りました。
２月２５日に池田駅にて現金と引替させていただきたいので、ご希望の方は指定席（禁煙・喫煙）のご要望も含めて、
メールにてお知らせくださいませ。２月２０日〆切とさせてください。よろしくお願いします。

分オイさま Rきっぷに、寝台車は ＋6300円、グリーン車は ＋4000円にて予約することもできます。
... 2006/02/13(Mon) 23:31 No.1079

◇Re: 北見からの足 投稿者：Taku@Hokkaido
北見→札幌の特急指定席回数券（Rフォーといっていた時代が懐かしい）ご要望の方いらっしゃいましたら、
20日までにメールでお知らせください。今のところ分オイさま分は手配を依頼しました。
Weさま はんなさま ポニー１３９さま 鬼峠さま いかがいたしましょうか？

... 2006/02/18(Sat) 21:56 No.1095

◇Re: 北見からの足 投稿者：分オイ
切符の手配、ありがとうございます。
来週のこの時間、オホーツク10号の車内で、オフ会の事・懇親会の事を思いだしながら、札幌まで行きたいと思います。 到着してから数時間
は小樽・札幌を見て周り、昼の航空機で福岡に帰ります。

... 2006/02/19(Sun) 00:44 No.1096

◇Re: 北見からの足 投稿者：はんな
＞Taku@Hokkaidoさん
お返事遅れてすみません
別スレにあるようにドリーミントオホーツク号にしました。
既に予約も済んでおります。
23:55までどうやって時間つぶそうか考え中です。
... 2006/02/20(Mon) 21:02 No.1100

◇Re: 北見からの足 投稿者：たけ
その場の雰囲気にもよりますが、９時終了から深夜便（オホーツク＆バス）までの間を過ごせるような場所を探しておきます。
... 2006/02/20(Mon) 21:44 No.1101

◇Re: 北見からの足 投稿者：ポニー１３９
＞Taku@Hokkaidoさん
お返事遅れてすみません。
今回は、もしかすると、旭川から宗谷本線に入るかもしれない欲を描いていますので、
今回の事前購入はパスさせて頂きます。
私から振っといて、スミマセン＾＾
... 2006/02/20(Mon) 21:56 No.1103

☆サボについて。 投稿者：本物のＪＲ運転士

私が『言い出しっぺ』である為に、スレを立てさせて頂きました。（汗）
これに関しても、『ちほく鉄道側との交渉』が必要かと思われます。
【なまら北海道だべさ（仮称）】みたいなメインのサボ掲出は言うまでもありませんが、私の理想としては【持ち込みでのサボ付け替え大会（爆）】を時間のあるところでやってみたいのですが・・・。『ありえな
もし可能であれば、『熊本←→西鹿児島』などを持参しようかと思っています。（笑）

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ
置戸駅でのイベントにいいかも知れませんね。約３０分あるしホームも広いし。

◇Re: サボについて。 投稿者：Taku@Kitami
普段なら「団体」のサボが入っていますね・・・
置戸だと既に暗くなっていると思います・・・
そうすると陸別の方がいいのでしょうか＿？問題はホームの除雪体制＆最大のイベント（３列車交換）があるからいいのでしょうか・・・

◇Re: サボについて。 投稿者：分オイ
サボいいですねぇ～（笑）
それなら、私も【小倉】【福間】などの
地元福岡のサボを持って行きたいと思います。

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ
北と南のコラボレーションですね。

◇Re: サボについて。 投稿者：本物のＪＲ運転士

現段階で、私が思いついた『以下の２点』についてお聞きしたいと思います。個人プレーに走るわけには参りませんから、【一人でも多くの方々からのご意見】を頂けますと幸いですので宜しくお願
【メインとなるサボについて】
作成を担当される方がいらっしゃるのであれば、その方にも作成をお願いしたいと思っております。どなたかいらっしゃいますでしょうか？
私も【２枚（両面で計４種）】を作成をさせて頂きたく思っていますが、『他の方の分も含めて複数のメインサボが準備』された場合には【数種類を時間毎に掲出】という形で宜しいでしょうか？
あと、『ご希望の文字』などがございましたら【私が作成するサボ】にて入れさせて頂きたく思いますのでご提案下さい。（例：なまら北海道だべさ、銀河線オフ会の旅・・・ｅｔｃ ）

【サボ付け替えについて】
時間的には『陸別駅で行うのが一番』でしょうが、さすがにこの時ばかりは【３並び】といった貴重なシーンがありますので、『他の駅での掲出』を行おうかと思っておりますがいかがでしょうか？そ
以上、皆様の御意見を宜しくお願い致します。
また、何か『サボ』に関しての【他のご意見・ご要望】がございましたら、合わせて宜しくお願い致します。
参加者全員で『楽しいオフ会・良い思い出』となれるよう、御協力をお願い致します。

◇Re: サボについて。 投稿者：本物のＪＲ運転士
こんにちは。３～４日ほど、お待ちしておりましたが御意見がございませんでした。
私がサボ作成の担当をさせて頂いても宜しいでしょうか？
ちほく高原鉄道の通販ページの写真からデザインを参考にして、【最もシンプルなタイプ】を１つを作成してみました。
こんな感じでいかがでしょうか？？？

※このコメントの欄での【家マーク（ホームページ）】をクリックされますと、サボを表示します。

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ
本物っぽくて、しかもきれいでシンプルでいいですね。
あまりにもリアルで一般客が誤乗しなければいいのですが・・・。
「団体」のサボよりもイベントらしくて私は賛成ですがみなさんはいかがですか？特にご意見がなければ本物のＪＲ運転士様にお願いします。

なお、ちほく高原鉄道との交渉は1２月１０日ごろにＦＡＸしたいと思います。具体的に「こういうものをつけさせていただきたい」という提案をしないとならないと思いますので、材質やサイズ等の具

◇Re: サボについて。 投稿者：本物のＪＲ運転士
少々変更して【団体臨時列車】と記載してみました。

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ
左右２つ作成するということでしたが、同じものを２枚つくるのですか？左右でデザインが違ってもいいかなぁって。
一粒で２度おいしい・・・。

◇Re: サボについて。 投稿者：本物のＪＲ運転士
私の考えとしては、２枚で計４パターンを作成したいと考えておりますので、管理人さまの御要望にお答えできる形になるかと思っております。

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ

ありがとうございます。最初は、普通のサボの撮影をしたい人もいるだろうと思いましたが、当日たくさんの列車と交換しますので、その点は問題ないと思いました。オリジナルサボで問題ないとお
ところで、ヘッドマークについては何かお考えですか？

◇Re: サボについて。 投稿者：きたろう
ここは一発。
一般客の目を引くようなもので。
銀河線の車両と文字。所属は○北で。
なんていうのはいかがでしょうか？

◇Re: サボについて。 投稿者：k2
サボ、中々いい感じですね。
自分は全くこんなセンスが無いので、本物のＪＲ運転士さんはじめ皆様にお任せいたします。

◇Re: サボについて。 投稿者：きたろう
サボについてですが。
プラ板だと気温の関係で（特に陸別付近に着くころに。）割れているかもしれませんね。だからといって金属板は加工が難しいので、どのようにしたらいいでしょうかね？

◇Re: サボについて。 投稿者：こうすけ
サボ、ヘッドマークの素材ですが、難しいところですね。

ヘッドマークについては、ちほく側からヘッドーマークが取り付け可能な規格及びサイズについて問い合わせが必要かと思われます。素材はアルミ板、又は強度を保てるベニヤ板が適切であると
とりあえず、規格・サイズ等を教えていただければ、比較的安価に製作が可能だと思います。ベニヤ板のヘッドマークであれば、実家で製作したいと思いますが…。

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ
ヘッドマークはどういうようにくっつけているのでしょう・・・。確認するサイズとは？？

◇Re: サボについて。 投稿者：ポニー１３９
サボやヘッドマークは、安く仕上げる場合は、シール用紙にプリントアウトして、素材に貼り付ける方法があります。
ただ、ヘッドマークだと大きいので、重なり具合を上手くしないといけませんが。
いずれも、冬季対策は難しいですよねぇ。
サボは、撮影会の時だけの方が、防犯対策上も良いと思いますが、ヘッドマークは、出庫時からですからねぇ。
（マークの納入時期・取り外し後の受け取り方法も、協議しなくては）

◇Re: サボについて。 投稿者：こうすけ

円形の道路標識の規格を利用したオリジナル看板の活用はいかがでしょうか。イラストレーター、フォトショップでの入稿も可能です。費用はおそらく5000～6000円といったところでしょうか。素材
http://mpn.cjn.or.jp/mpn/contents/00002075/doc/order.html
その他、交通標識を購入し、
http://mpn.cjn.or.jp/mpn/contents/00002075/page/ki-kotsu.html
白スプレーなどで塗りつぶした上でシールなどを添付する方法もありますが、塩ビシートをかける必要があるかと思われます。

オリジナルで注文したほうが、仕上がりが綺麗になると思います。ちなみに、のと鉄道のヘッドマークは交通標識を改造したものを使用しています。

ホームセンターなどで円形のアルミ板、ベニヤ板等があるので、それを利用するのも便利ですね。形状は加工もしてくれるようですし…。

◇Re: サボについて。 投稿者：こうすけ

ヘッドマークについては、貫通ホロが設置されていることが前提条件になると思います。そのため、貫通ホロの幅、設置に関して貫通ホロに、横向きに取り付けられると思われる2本の鉄の棒の間
鉄の棒参考・http://www3.ocn.ne.jp/~s-koike/photobbs-1/hokuto.html
その他、ヘッドマークのつくり方は金沢大、金沢工大、金沢星陵大鉄道愛好会HPにも掲載されています。
http://may.sakura.ne.jp/~xpress/20th/page11.htm

◇Re: サボについて。 投稿者：ポニー１３９

以前、星空列車を企画された地元の有志の皆様が取り付けたヘッドマークです。
枠は、ちほく高原鉄道の所有のようです。
上下各２箇所、計４箇所がビスで留められていますね。
http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/c56139/vwp?.dir=/%a4%c1%a4%db%a4%af%b9%e2%b8%b6%a5%d8%a5%c3%a5%c9%a5%de%a1%bc%a5%af&.dnm=%c0%b1%b6%f5%ce%f3%bc%d6%a4%f2%b4%eb%b2%e8%a4%b7%a4%

◇Re: サボについて。 投稿者：あお
ヘッドマークの材質ですが塩ビ板がベターですが多分寒さでいってしまう可能性がありそうなので、下地に鉄板などを
使うのがいいですね。ただ、固定用のステーをサイズに合わせて溶接する必要があるのでちょっと加工が面倒になります。文字はカッティングシートを使用してもらえれば仕上がりは綺麗です。
外に出すものですからある程度の耐久性と安全は確保しないと・・・

◇Re: サボについて。 投稿者：あお
材料探しですが、はざい屋というアクリル、塩ビなどの素材をネット上で注文して加工もやってもらえますよ。
家のマークをクリックしてもらえればページへ進めます。

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ
貴重なご意見ありがとうございます。ヘッドマークはお金がかかりそうですね。
ポニー１３９様が添付された、特別快速銀河のヘッドマークはいいですね。作られた方にお聞きしてみたいものです。
うーん、困ったなぁ。先ずは、ちほく高原鉄道さんに「サボ」「ヘッドマーク」について問い合わせてみますか。

◇Re: サボについて。 投稿者：ポニー１３９
たけ様
「臨時快速銀河」のヘッドマーク、現在、どうなっているか主催者側に問い合わせてみますねぇ。
借りれるかも含めて。

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ
ポニー１３９様 非常に助かります！！
せっかくなのでぜひ装着したい。でも、予算も技術も難しい。何かヒントがあれば本当に助かります。

◇Re: サボについて。 投稿者：ポニー１３９
「臨時快速 銀河」のヘッドマークを基に、ちっと加工してみました。
家のマークをクリックして下さい。

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ

おお！イメージとしてはこんな感じですか。なんとなく一時的に走っていた「お座敷摩周」のヘッドマークっぽい。
黄色と赤で字が浮き上がるようになっていますが、赤を上のほうに上げて、黄色が下側から覗くような感じになると自然に浮き上がるかなと思います。なんとなく斜め下に飛び出ているような感じ
家のマークを押すと、当サイトのgoogle広告のページのロゴが見られます。
（ところで、このようなヘッドマークを作るのにはいくらくらいの予算が必要でしょうか・・・）

◇Re: サボについて。 投稿者：ポニー１３９
たけ様
こんな感じでしょうかねぇ？
パソコンで版下を作って、大型のプリンターで一枚で印刷してくれる（出来れば、円形カットも）
所、ありませんかねぇ？

◇Re: サボについて。 投稿者：ひろみ＠関東人
「新幹線リレー号 上野⇔大宮」というサボを所有しているので、これを持参するのはアリですか？（笑

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ

サボ撮影会時はなんでもありだと思います。みなさんいろいろお持ちなんですね。

◇Re: サボについて。 投稿者：本物のＪＲ運転士
随分と、こちらへの投稿がストップしてしまい申し訳ありません。（詫）
サボについてですが、私は作成した2枚の他に『九州ネタのサボ』を3枚程度持って行くようにしました。
もし、『お持ちのサボでの掲出』をされる方がいらっしゃいましたら、私も撮影を是非させて頂きたく思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
さて、随分と切羽詰まってからの質問で申し訳ありませんが、『掲出する駅や区間・時間帯』などは如何致しましょうか？
何分、かたい頭ですので『効率良い方法』が思いつかず悩んでおります。取り敢えずは、池田駅では掲出をしたいと考えておりますが・・・。
皆さまと同様に、３並びの撮影を私も行いたく思いますので、出来れば【それ以外の場所】が良いかと思われます。
皆様からの御意見をお待ちしております。宜しくお願い致します。

◇Re: サボについて。 投稿者：たけ
池田から北見で良いと思います。撮影会は置戸が有力かなぁ・・・。

☆うらやましいです 投稿者：こまち

▲前 ▼次

いい企画ですね♪私も休みだったら参加したかったです。
ちなみに私は3月の6～7日に乗りに行きます。
往復女満別空港利用の忙しい旅行です。
北見は初めてなので、すごいわくわくしています。
... 2006/02/16(Thu) 21:08 No.1089

◇Re: うらやましいです 投稿者：たけ
こまち様
はじめまして。３月の６，７日ですか。晴れるといいですね。（北海道では高校入試のひだな・・・）
銀河線にもう一度乗りたい！一度は乗ってみたい！という方々が増え始めているようです。
楽しいご旅行になるように願っています。
... 2006/02/16(Thu) 22:11 No.1090

☆オフ会参加人数確定のご報告 投稿者：たけ

▲前 ▼次

こんばんは。２月も中旬にさしかかりつつあり、準備も本格化してまいりました。
さて、この度参加メンバーが確定しましたのでご報告いたします。
乗車４２名 懇親会３７名 ワイン城企画６名
※この度、新たに加わったメンバー （キャンセル待ち先着順で４名）
・ＤＷ１３様 >>塚本様・典宏様・shika様のご友人で廃線探索メンバーです
・かねこ様 >>塚本様・典宏様・shika様のご友人で廃線探索メンバーです
・smile at houseご子息様 >>親子でのご参加です。
・ｓ２６様>>ポニー１３９様のご友人です。
※この度残念ながらキャンセルとなった方々 （３名）
井手口様・複電圧車様・OGAWA様>>ご都合がつかず参加が困難となってしまいました。
なお、Taku様は池田でお会いできます（プレ企画も）。
小さな鉄道博物館様とは池田・陸別でお会いできます。
陸別では「心に刻もうふるさと銀河線の会」の皆様ともご交流予定です。
なお、私の友人が当日一緒に行くという可能性がありますが、その際はよろしくお願いします。
以上、現段階では総勢４２名の乗車予定となっています。
当日の池田入りの情報交換等もどうぞよろしくお願いします。オフ会トップページからは
サイトをお持ちの場合はそちらにリンクもしていますのでご覧になってみてください。
※各方面への人数確定連絡は、これから内容を精査して行いますので、少々お待ち下さい。
-------------------------------------------------------------------------------なお、内容の変更等がありましたらお早めにご連絡下さい。
・懇親会参加 ・ワイン城企画の参加 ・池田入りの時刻や手段 ・連絡先等
また、しおりにのせる自己紹介文や自分のサイト紹介文の変更や追加がありましたら１８日までにお願いします。
... 2006/02/12(Sun) 23:23 No.1077

◇Re: オフ会参加人数確定のご報告 投稿者：かねこ
たけさん オフ会参加のみなさま はじめまして
関係者の皆様運営大変お疲れ様です。
此度、オフ会に参加をさせていただきますかねこと申します。
年1～2回程廃線跡探検で渡道しておりますが、銀河線には
乗ったことがなく、企画がすばらしく
折角のチャンスなので参加させていただきました。
簡単ながら自己紹介を。
居住地 東京都
職業 会社員
年齢 ２９歳
なお、前日は午前中会社の会議でその後の出発となり、

普段は飛行機で行くのですが、割高なので新幹線乗継で参ります。
ふつつかものの私ですが、どうぞよろしくお願いします。

... 2006/02/13(Mon) 12:58 No.1078

◇Re: オフ会参加人数確定のご報告 投稿者：ＤＷ１３
オフ会参加のみなさん、はじめまして。
このたび、オフ会に参加させていただくことになりました。鉄道の趣味としては、廃線探索のほか、青春18きっぷの旅、Ｎゲージ、写真撮影な
どです。
現住地は旭川で、ここ最近は２週に１度銀河線に出向いていますが、沿線に行くときは単独行動が多いので、今回はみなさんと盛り上がれる
のが楽しみです。よろしくお願いします。
... 2006/02/14(Tue) 22:00 No.1081

◇Re: オフ会参加人数確定のご報告 投稿者：たけ
ごあいさつありがとうございます。よろしくお願いします。
本日、参加確定者分のネームプレートの作成が終わりました。単価は２０円ほどです。よっしゃー！
ちほく高原鉄道への申し込みも終了しています。週末には請求書が届きますので来週頭には乗車券が手元に届くように
します。（これが間に合わなかったら痛い・・・）
... 2006/02/15(Wed) 14:54 No.1084

☆お弁当＆バナナ饅頭申し込みについ... 投稿者：としあき

▲前 ▼次

こんにちは お弁当係のとしあきです。
まもなくＯＦＦまで1ヶ月となりますが、お弁当申し込みについて本格的にスタートさせたいと思います。
今週中には申し込みフォームを作りますのでお弁当＆バナナ饅頭希望の方は申し込みをお願いいたします。
... 2006/01/18(Wed) 15:21 No.955

◇Re: お弁当＆バナナ饅頭申し込みに... 投稿者：としあき
お弁当フォームができあがりました。
バナナ饅頭シェア購入用フォームも兼用です。
http://form1.fc2.com/form/?id=83370
購入後希望の方には後日確認のメールを送付いたします。
当日の配布方法は注文数をみて決定いたしますのでご了承くださいませ～
... 2006/01/23(Mon) 00:48 No.962

◇Re: お弁当＆バナナ饅頭申し込みに... 投稿者：としあき
お弁当申し込みが明日までなのであげておきます。
お弁当変更もできるだけ明日までにお願いしますね。
... 2006/02/09(Thu) 15:08 No.1061

◇Re: お弁当＆バナナ饅頭申し込みに... 投稿者：としあき
本日予約いたしました。
バナナ饅頭についてはお土産用のものについては包装＆袋詰めをさせていただいております。
バラにつきましてば、1つづつビニール袋に入れて配布いたします。
なお、バラのバナナ饅頭が現在７つ余っています。こちらの注文はまだまだ受付中ですのでぜひよろしくおねがいします。
また、当日あまっていた場合は先着順での販売もいたしますが、できるだけ予約注文していただけると確実に手に入ります。
... 2006/02/12(Sun) 14:56 No.1071

◇Re: お弁当＆バナナ饅頭申し込みに... 投稿者：としあき
お弁当＆バナナ饅頭の受け渡し方法が決まりましたのでお知らせいたします。
お弁当受付（お金の集金）は、１１時ごろより車内で行います。
お金と同時にバナナ饅頭とお弁当引き換え券をお渡しいたしますので、それをお持ち下さい。
１２時２０分に車内へお弁当が届くように手配しておりますので、届き次第引き換え券と引き換えで、お弁当をお渡しいたします。
受付場所＆お弁当引渡しは、後部運転台付近を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。
みなさまにお願いです。
お弁当引渡しをスムーズに行えるように前もってお弁当受付での集金にご協力をお願いいたします。
... 2006/02/14(Tue) 15:06 No.1080

☆入線時刻 投稿者：たけ

▲前 ▼次

当日のオフ列車入線時刻は、712Ｄ列車到着（10：19）だということです。
※北見方車両は12：03（723Ｄ）発車
10：19から臨時列車発車まで気動車線に留置しているとのこと。何時から乗降がの可能かも確認しますが、
思った以上に早い時間に入線する事がわかりました。
... 2006/02/03(Fri) 10:10 No.1028

◇Re: 入線時刻 投稿者：Taku@Hokkaido
陸別のお祭り関連で、同様に712Dによる送り込みが行われていました。Blogにその時の様子をあげておきました。
たぶん一般客の誤乗車をさけるために、12:03の銀河線出発後になるかと思いますが。
... 2006/02/05(Sun) 18:57 No.1034

◇Re: 入線時刻 投稿者：たけ

10:19到着後から乗車が可能です。９９９の車掌さんの乗せかえや、ヘッドマークの取り付けなどの作業を行います。詳しくは後ほど通信に書
きます。
... 2006/02/07(Tue) 09:42 No.1037

◇Re: 入線時刻 投稿者：たけ
到着後、すぐに準備を始めるようにということなので、私は9:36着のSおおぞら１号に乗車します。（帯広から）
お手伝いが可能な方がいらっしゃいましたらお願いします。
作業内容＝ヘッドマークのとりつけ ９９９車掌の移動 サボ…は本物のJR運転士様到着後 車内放送マイク準備
本物のちほく高原鉄道運転士さんと、ワンマン放送や星空運転区間の打ち合わせ 受付準備
・受付準備は早い到着であればあるほど分散してできますのでとてもありがたいです。
現在Sおおぞら３号着の方が１５人以上います。
... 2006/02/07(Tue) 11:35 No.1038

◇Re: 入線時刻 投稿者：たけ
車内のコンセント使用の確認も取れています。電気はゆずりはってお使い下さい。
AOタップをお持ちいただけますか？≫あお様
... 2006/02/07(Tue) 11:36 No.1039

◇Re: 入線時刻 投稿者：あお
タップの準備は出来てますので大丈夫です。ただ、多くの方が乗車される前に準備しますので帯広からＳおおぞら１号で
池田入りします。
... 2006/02/07(Tue) 14:06 No.1041

◇マーク取付け方 投稿者：ポニー１３９
「心に刻もうふるさと銀河線」の星空列車の時のヘッドマーク取付け風景をＵＰしました。
http://briefcase.yahoo.co.jp/c56139
マークの取付けは、２人いれば可能だと思われます。
９９９の車掌さんは、７１２Ｄで出勤されるのですかねぇ？
私も７１２Ｄで池田に向かいます。（お手伝いＯＫです）
... 2006/02/07(Tue) 16:32 No.1044

◇Re: 入線時刻 投稿者：たけ
ありがとうございます。工具は何かひつようでしょうか？
... 2006/02/07(Tue) 17:32 No.1045

◇Re: 入線時刻 投稿者：たけ
入線時刻がわかった事により、当日の予定を更新 ↑家マークをワンクリック！
... 2006/02/08(Wed) 23:31 No.1055

◇Re: 入線時刻 投稿者：ひろみ＠関東人
オフ当日の私の予定はこんな感じです。
2541D 普通 浦幌行 帯広 6:21 豊頃 7:18
2522D 普通 滝川行 豊頃 7:54 幕別 8:38
十勝バス15系統 足寄行 幕別駅前 9:07 池田駅前 9:26
豊頃と幕別に寄った後に池田駅に到着する予定で、池田駅にはスーパーおおぞら1号よりも早く到着する予定です。
ちなみに上記の十勝バスは帯広駅を8時30分に出る予定です。スーパーおおぞら1号であれば15分程度で到着する行程をバスだと1時間
掛かる計算ですが、運賃は590円で済みます。
池田駅ではお手伝いをさせていただければ幸いです。よろしゅ～おねがいします。
... 2006/02/11(Sat) 10:35 No.1069

◇Re: 入線時刻 投稿者：きたろう
自分は芽室から朝市の列車なので、他のメンバーより早く到着すると思います。
何か手伝えることがあれば、何なりとお申し付けください。
... 2006/02/11(Sat) 21:24 No.1070

☆北見からの足ドリーミント共同購入 投稿者：はんな
もうええかげん決めなあかんし、今年は遠征予定なので安いに越した事無い。
と言う事でドリーミント夜行で札幌に帰ります。
11日に札幌に出てチケット取ってこようと思ってるんですが
他にドリーミント利用の方3名様いらっしゃいますか？
4枚回数券が利用できるのでご希望であれば同時に予約しておきます。
あ、回数券だけ買っておいて、当日空席があれば予約無しでも乗れるのかな？
まあ、とりあえず募集します。
札幌⇔北見回数券18,620円一人4,655円
参考に↑ホームページに発車オ～ライネットのドリーミントオホーツク号のページ
ここ（掲示板）で表明後、以下の内容のメール下さい。
・参加者名（ハンドルネーム）
・乗車日時（行きでも帰りでも札幌⇔北見なら使えます）
・性別（席予約時必要？）
・希望席種（窓側とか通路側？とか指定できる？）

▲前 ▼次

夜行バスのチケット買うの初めてなので知ってる方いたらどんな感じか教えてください。
... 2006/02/08(Wed) 22:43 No.1054

◇Re: 北見からの足ドリーミント共同... 投稿者：Taku@Kitami
はんなさま ドリーミント ユーザーです。
回数券やチケットにつきましては、予約してある場合は当日北見バスターミナルの購入で大丈夫です。６：５０～１８：００，１８：４０～１９：２
０，２２：００～２３：５０（さらに最近 購入する人を選んでいたりしますが）
予約は http://www.h-kitamibus.co.jp → ドリーミント号 や電話で可能です。
夜行便は男性前方から、女性後方から座席を割り振りますので、性別が必要です。なお窓側・通路側は原則指定できません（窓口の場合
は、いうと割り振ってもらえる場合があります インターネット予約をすると １or３番から男性は割り振られるようです）。また学生の方の場合
は、学割 4800円も利用いただけます。
... 2006/02/09(Thu) 03:36 No.1058

◇Re: 北見からの足ドリーミント共同... 投稿者：はんな
＞Taku@Kitamiさん
ありがとうございます。
窓口or電話orネットで予約しておけば乗車券は買わなくてもＯＫって事ですか？
4日前までに購入とあったので当日は買えないと思ってました。
では、各自で予約しておいて当日4人いたら乗車前に回数券を買って、
乗車券と引き換えれば良いのですね。
＞（さらに最近 購入する人を選んでいたりしますが）
これ↑どういう意味でしょうか？
すみません(-_-;)読解力無くて・・・。
... 2006/02/09(Thu) 20:30 No.1062

◇Re: 北見からの足ドリーミント共同... 投稿者：Taku@Hokkaido
>窓口or電話orネットで予約しておけば乗車券は買わなくてもＯＫって事ですか？
乗車券は当日引替でも大丈夫です。
>では、各自で予約しておいて当日4人いたら乗車前に回数券を買って、乗車券と引き換えれば良いのですね。
そうです。ただし購入してしまっている場合は、一度払戻をしてから（手数料100円のはず） 発券になりますのでお気をつけを。
＞（さらに最近 購入する人を選んでいたりしますが）
北見バスターミナルの女性５人 いるんですけど、すごく感じが良く丁寧な方が２人と 事務的に処理しまくって愛想がない方が２人いるんで
すよ。高速バスの窓口が２つあるので、購入するとき選びたくなるんです。なお夜行便は、おじさんの対応です。
... 2006/02/09(Thu) 21:36 No.1064

◇Re: 北見からの足ドリーミント共同... 投稿者：はんな
＞Taku@Hokkaidoさん
重ねてありがとうございます。
早速ネットで予約しようと思ったら時間外でした・・・。
... 2006/02/11(Sat) 00:41 No.1068

☆他の団体様 投稿者：ポニー139

▲前 ▼次

ＪＲ旅行センター釧路支店で、道東周遊の旅として２月１１日・１８日・２５日・３月４日に
ちほく高原鉄道（池田9:55発－－－北見12:54着）全区間乗車として募集されています。
ちなみにルートは、
１日目：釧路（バス）池田（ちほく高原鉄道）北見（バス）流氷船（バス）網走
２日目：網走（流氷ノロッコ）知床斜里（バス）標茶（ＳＬ冬の湿原号）釧路
... 2006/01/23(Mon) 22:49 No.965

◇Re: 他の団体様 投稿者：たけ
銀河線の・・・
ラッピングトレインの運用がホームページにでていました。臨時になっていましたので、我々に充当されているという事でしょうか。
... 2006/01/25(Wed) 22:46 No.966

◇Re: 他の団体様 投稿者：ポニー１３９
両方とも臨時になってましたねぇ。
どっちが来るのかは、当日のお楽しみですねぇ。
... 2006/01/26(Thu) 07:09 No.969

◇Re: 他の団体様 投稿者：のらりくら２号
お久しぶりでございます。
φ(．．)ホウホウ…
早めに同線入りして撮影するのも良いかも知れませんね
... 2006/01/28(Sat) 11:38 No.976

◇Re: 他の団体様 投稿者：たけ

我々のオフ列車は１０：１９池田着 他の団体様は９：５５池田発。それぞれ定期列車連結なので２両編同士（向こうは何両かな）のすれ違い
が高島で起こるのですね。これもまた非日常？ではないのでしょうか。そんな事はないのかなぁ・・・。
... 2006/02/07(Tue) 12:39 No.1040

◇Re: 他の団体様 投稿者：Taku@Hokkaido
ねらい通りだと、高島駅の池田側は ９９９号がホワイト・イエローと並ぶはずですね・・・
タイミングあったら写真撮影狙っています
... 2006/02/07(Tue) 20:00 No.1046

◇Re: 他の団体様 投稿者：たけ
北見

定期列車+我々のOFF車→
←定期列車+他の団体様

池田

という状態ですね。
... 2006/02/07(Tue) 21:04 No.1047

◇Re: 他の団体様 投稿者：Taku@Hokkaido
先頭車が客扱しますので、下記の状況になると思います。日中の９９９号横並びは最近ないと思いますが。

北見

回送・723D 客扱・9715D
↓
↓
定期列車+我々のOFF車(999号)→

池田

←定期列車+他の団体様(999号)
高 島
... 2006/02/08(Wed) 19:37 No.1050

◇停止位置からこんなかんじかな 投稿者：たけ
北見

=＝＝＝ホーム＝＝＝＝
定期列車+我々のOFF車(999号)→

池田

←定期列車+他の団体様(999号)
=＝＝＝ホーム＝＝＝＝
【たかしまえき】
... 2006/02/08(Wed) 22:29 No.1052

◇Re: 他の団体様 投稿者：たけ
イメージが湧くように動画をアップしました。この動画が、他の団体様の列車で、高島（動画の最後）で対向してくる列車が、我々のオフ会列車
となります。そういうふうに見ると、ワクワクしてきました。
... 2006/02/08(Wed) 22:39 No.1053

☆超割の関西3空港取り扱いについて 投稿者：ひろみ＠関東人

▲前 ▼次

以前、某メッセンジャーにおいて超割の当日前便への変更の際の大阪エリア空港変更が可能か議論になりまして、いろいろ調査を致しました。
その結果をお知らせします。
例えば東京発関西行きの航空券を所持していて、出発当日羽田空港において予約便より先に出発する
伊丹便に空席があった場合、伊丹便への予約変更が可能とのこと。
目的地が「大阪」と称されるものについて、「伊丹・関西・神戸」は同一空港としてみなす・・・とのこと。
特別協力：全日本空輸電話予約センター＆○ちゃんねる
... 2006/02/08(Wed) 10:57 No.1049

◇Re: 超割の関西3空港取り扱いにつ... 投稿者：ポニー１３９
この取扱いは、ＪＡＬの「福岡」「北九州」でも、同一空港とみなして、
予約便より先に出発する便には、変更可能だそうです。
... 2006/02/08(Wed) 22:29 No.1051

☆当日の流れ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

当日の流れについて記事をアップしましたのでご確認下さい。
なお【今週中に、ご参加いただく予定の皆様宛にご参加確認のメール】をします。２月１０日までにご返信下さい。
ご返信いただきたい主な内容は、
１、氏名とご連絡先
２、ネームプレートの表示名
３、懇親会の出欠の可否
４、旅のしおりに載せる簡単な自己紹介（サイト紹介文）などです。
詳しくは今週お送りするメールをご確認下さい。
お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。
なお、一括送信ではなく個々に送りますので、少々時間がかかるかもしれませんがご了承下さい。
... 2006/01/22(Sun) 12:29 No.961

◇Re: 当日の流れ 投稿者：ポニー139
池田駅での人数チェックしても良いですよ。
... 2006/01/23(Mon) 01:05 No.963

◇Re: 当日の流れ 投稿者：たけ
ありがとうございます。受付が済んだあとホームに出てもらいますが、まだ改札をでてない人がいたら後から探すと時間がかかる（まあ、そん
なことは無いとは思うのですが）ので、お願いします。助かります☆
... 2006/01/23(Mon) 01:20 No.964

◇Re: 当日の流れ 投稿者：たけ
ネームプレートの作成を開始しました。おひとりあたりの作成単価は１５円です。当日お楽しみに☆
... 2006/01/25(Wed) 22:47 No.967

◇Re: 当日の流れ 投稿者：たけ
メールを送りました。届いていらっしゃらないかたは、お知らせ下さい。
... 2006/01/26(Thu) 01:39 No.968

◇Re: 当日の流れ 投稿者：たけ
現在３３名分の参加確認が取れています。私宛にメールをしたのに返信が来ていないという方はいらっしゃいますか？
出欠確認は２月１０日までとなっています。その時期までの判断が難しい方は私宛にメールをお願いします。
... 2006/02/03(Fri) 13:32 No.1029

◇Re: 当日の流れ 投稿者：としあき
お弁当についても勝手ながら2月10日の申し込みまでを区切りといたしますのでよろしくおねがいします。
なお、バナナ饅頭については、前日まで受け付けますのでよかったらどうぞ！
... 2006/02/04(Sat) 17:15 No.1032

◇Re: 当日の流れ 投稿者：たけ
２月６日現在、乗車３９名確認済み 懇親会３３名確認済み ワイン城プレ企画７名確認済みです。
... 2006/02/07(Tue) 02:20 No.1036

☆星空列車が再度，運転されるそうで... 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

当日、お世話になる「心に刻もう！ふるさと銀河線の会」主催の星空ツアー列車が、アンコール運行されるそうです。
http://ginga-sepress.way-nifty.com/
陸別が１９時３４分発となっています。（７４８Ｄで陸別に到着した車両を利用するはずです）
残念ながら、オフ会参加の皆さんは、北見まで踏破されると参加出来ませんが。
お互い星空を眺められるように、晴天だと良いですね！

... 2006/02/06(Mon) 19:04 No.1035

☆当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：マリオ

▲前 ▼次

今、どの列車で行くか迷っています。札幌から一番早い列車で行くと池田に9：36に着きますし、そのあとだと11：52に着くのですがギリギリになってし
まうんですね。皆様はどうされるのでしょうか？
... 2006/01/27(Fri) 23:06 No.972

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：hiro
自分も飛行機の関係で、池田着１１：５２になってしまいます。これしかないみたいですね。雪で遅れでもしたらヤバイです。
... 2006/01/27(Fri) 23:56 No.973

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：こうすけ
自分は現時点では以下の2つの行程を計画しています。
(1)
(札幌6：05)→森林公園6：21→滝川8：00/8：05→富良野9：08/9：15（快速狩勝）→帯広11：31/11：36（特急スーパーおおぞら）→池田11：52
料金・一日散歩2040円+新得池田1610円+帯広池田自由席特急券300円＝3950円
(2)
新札幌6：59(AP62)→南千歳7：22/7：32(特急スーパーおおぞら)→新得8：49/9：07→帯広10：04/10：09→池田10：37
料金・新札幌池田4200円(学割3360円)+南千歳新得自由席特急券1750円＝5950円(5110円)
どちらにしても負担が大きいですが、予算の関係などから、現時点では上記の行程(1)にする予定です。(途中の滝川、富良野合流を含む)で
池田に向かわれる方がいらっしゃいましたら、お知らせください。
... 2006/01/28(Sat) 01:26 No.974

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：のらりくら２号
お久しぶりでございます。
現在日程調整など行っております。
参加出来ることになりましたら(1)または旭川、北見からちほくさんの撮影を行いながら南下するのを考えてます。
とりあえず空きが出て、休日申請とエアー手配と難題が多いですが

参加出来ましたらよろしくお願いします。
... 2006/01/28(Sat) 11:34 No.975

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：はんな
＞こうすけさん
新得→池田1230円では？
一日散歩2040円+新得池田1230円+帯広池田自由席特急券300円＝3570円
どっちみち狩勝経由が最安なので良いのですが。
早起きが出来たら上記ルートで、
楽したくなったらＳおおぞら3号1152池田着にします。
猛吹雪だったら・・・どうしよう？
... 2006/01/28(Sat) 16:03 No.978

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：こうすけ
はんな様
新得→池田間1610円は指定席特急料金でした。（JR時刻表の運賃早見表を誤読）正しくはおっしゃるとおり、1230円です。猛吹雪や風雪害
は無いことを願っていますが…。
... 2006/01/28(Sat) 19:00 No.980

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：本物のＪＲ運転士
当日は、私も【池田11：52着】を予定しております。
... 2006/01/28(Sat) 21:08 No.982

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：ポニー１３９
〉たけ様
当日、スーパーおおぞら号に遅延が発生した場合、発車を待ってくれるのか？
待ってくれるなら、タイムリミットは、どの位か確認しておいた方が良いかも知れませんね＾＾
最悪の場合は、途中停車時間を短縮する事も視野にいれておいた方が良いかも。
... 2006/01/29(Sun) 06:23 No.986

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：たけ
遅延対応の件については，ちほく高原鉄道さんに聞いてみます。
スーパーおおぞら３号着の方が相当数（２０名？）いらっしゃいますので・・・。
１名だから待たなくて２０名だから待つのかといわれれば困惑してしまうところですが。
当日の天候を見て早くに家を出られる方は極力１号にしていただけると安心かなと思います。
最悪の場合ですが，後続列車またはタクシー割り勘での追いつきの件も視野に入れておいていただけると
私としては助かります。どうしても，当日の運行状況だけはわかりませんからねぇ・・・。
先日もスーパーおおぞらが車両点検で遅れましたし，狩勝経由の普通列車も正常に動いてくれるという保証はありませんし・・・。集合までの
不安要素は盛りだくさんです。集合してからもちほく線そのものが・・・という心配も。
非常事態が発生した場合，それぞれのルートで複数名のグループができると思いますので，何号車のデッキに集まるなどの打ち合わせをし
ておくのも良いのかもしれません。
... 2006/01/30(Mon) 08:21 No.1000

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：ＴＣＥ
はじめまして。江別在住のＴＣＥと申します。
私も池田11:52着の予定です。（野幌より１日散歩を使用、帯広～池田をＳおおぞら乗車です。）
この時期の天候は読めませんので、直前まで難しいところですね…。
狩勝経由で行かれる方で、車内でご一緒できる方がいたらいいのですが…。
... 2006/01/31(Tue) 21:54 No.1014

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：we
＞一日散歩利用（こうすけさんの(1)の方法）の方
もし良ければ、同行してもよろしいでしょうか？（私は札幌で乗車）
実は乗換えが不安なんで･･･。
（天候次第でおおぞら１号or３号に乗ると思いますが･･･）
... 2006/02/01(Wed) 19:50 No.1022

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：分オイ
時刻表を見ていましたら、池田に着くのにベストな時間は、皆さんと同じ１１時５２分になりますね～
私は帯広に宿泊するんですけど、帯広～池田間にはバス路線も走っているのでしょうか？
歩いて行く事も考えているんですけど…
... 2006/02/03(Fri) 22:05 No.1030

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：we
＞分オイさん
池田行き（十勝川温泉経由だったような…）は足寄行きよりも少ないはず。
足寄行きは池田市街までは入らず、手前の利別まで。
…のはずです。
違ったらゴメンナサイ。
... 2006/02/04(Sat) 15:20 No.1031

◇Re: 当日、札幌方面から行く方へ 投稿者：Taku@Hokkaido

高速バス ドリーミントオホーツクで札幌→北見移動中ですが、高速道路通行止めのため 出発の２時間後 ただいま 道の駅三笠到着で
す。２時間半～３時間遅れになりそうです。
分オイさま 帯広＝池田間徒歩はさすがに無謀かと・・・10時過ぎのＪＲで たけさんなど移動されるので、ご一緒されるのが良いかと思いま
す。
ちなみに十勝バスの帯広足寄線（廃止後は帯広陸別線として代替バス化）は、池田駅経由ですので大丈夫です。（季節運行の帯広北見線
は、利別より国道を北上します。また十勝川＝池田のバスはなくなりました）http://www.tokachibus.jp/
帯広駅バスターミナル１１：０５→池田駅前１２：０１ がありますので、路線バスも好きな方はご検討ください。
... 2006/02/05(Sun) 18:54 No.1033

☆イエロー号・ホワイト号 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

先日、ちほく高原鉄道に乗車した時、たまたまイエロー号・ホワイト号に乗車できました。
飲料水の自動販売機は、なんと！全て「ＣＯＬＤ」！
さすが、シバレの本家を走る列車だと思いました。
... 2006/01/31(Tue) 10:03 No.1011

◇Re: イエロー号・ホワイト号 投稿者：たけ
寒いですねぇ・・・。
... 2006/01/31(Tue) 22:17 No.1016

◇Re: イエロー号・ホワイト号 投稿者：きたろう
多少はHOTも入れて良いと思いますがね。自販の飲料まで寒いとはさすがですね。
... 2006/02/01(Wed) 17:22 No.1018

◇Re: イエロー号・ホワイト号 投稿者：Taku@kitami
確かにＨＯＴはありませんよね＞銀河線車内
ＨＯＴをいれるとヒーター機能で、１００Ｖの電源が飛んでしまうとか 別の理由あるかもしれません。
途中停車時間があまりない、冬の快速銀河はホットドリンク持参です。（土曜日乗るんだった・・・）
... 2006/02/01(Wed) 18:42 No.1020

◇Re: イエロー号・ホワイト号 投稿者：ポニー１３９
私も最初は、？？？でしたが、乗っていると、暖房が効いていて、「ＣＯＬＤ」でも充分でした。
それとも、保冷機能はＯＦＦで、寒さを抑えていたりして＾＾
... 2006/02/01(Wed) 20:27 No.1023

☆２月・・・ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

こんばんは。まもなく２月です。先日お申込み確認のメールをいたしました。締め切りは２月１０日になっていますのでよろしくお願いします。できれ
ば、参加が確実な方はお早めに返信をいただけると助かります。（ネームプレートなどの準備もありますので）
... 2006/01/31(Tue) 22:16 No.1015

☆池田駅へごあいさつ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

・本日，池田駅に待合室を利用させていただくという件でお電話しました。
この件につきましてご快諾いただきました。また，受付用のテーブルを一本利用させていただくことができました。
・当日はスーパーおおぞら３号（参加者が多数下車）と釧路方面からのスーパーおおぞら６号（１２：３５発着）がありますので，待合室が若干混雑する
かも知れません。
・そのため，１２：１０を目処に，ホームに出られる方は随時移動をお願いします。（オフ列車も１５分前には入線するのでは？？？）待合室の座席は数
が少ないですので，極力一般のお客様にお譲りください。（これは，私からのお願いです）
... 2006/01/30(Mon) 09:18 No.1002

◇Re: 池田駅へごあいさつ 投稿者：ポニー１３９
池田駅で、テーブルを借りる事が出来ましたか！
単純な受付でなく、現金のやり取りがあるので、良かったですねぇ。
... 2006/01/30(Mon) 20:52 No.1008

◇Re: 池田駅へごあいさつ 投稿者：小さな鉄道博物館
先日は連絡いただきありがとうございました。池田駅との連絡うまくいって何よりです。こちらも昨日池田駅に話をしておきました。前日に会え
るなら最終打ち合わせをしたいですね。当日は早めに駅に行って準備を始めた方が良いと思います。こちらも時間が取れれば当日車で迎え
に行きます。
... 2006/01/31(Tue) 18:50 No.1013

☆準備完了！ 投稿者：あお
今日、航空券引換証・ホテルクーポン・ＪＲチケット引換証を受け取ってきました。
航空券は今はやりのチケットレスになってまして当日羽田空港の自動チェックイン機から受け取る事になってます。
今回は早朝出発なので空港ターミナル隣のホテルにお泊まりです。

▲前 ▼次

... 2006/01/15(Sun) 19:42 No.945

◇Re: 準備完了！ 投稿者：たけ
おお！早いですね！私も修士論文が大詰めです。それがひと段落したら、皆さんにご協力をお願いしながらしおり作りです。
... 2006/01/16(Mon) 15:58 No.946

◇Re: 準備完了！ 投稿者：本物のＪＲ運転士
本日、私も２月２１日～２８日までの切符を購入してきました。
指定券枚数４０枚程度、費用は約１１万（北海道内は北海道フリーパスを使用）という大々的な北海道遠征であります。
北海道にて、これほどまで滞在するのは１１年ぶりですので楽しみです。
もちろん一番の目的は【ちほく高原鉄道オフ】でありますが、九州からは頻繁に行けるような場所ではありませんので、
長期休暇での旅行を行うようにしております。
... 2006/01/29(Sun) 19:08 No.992

◇Re: 準備完了！ 投稿者：あお
休みも取れました。２月２３日～２８日(北海道滞在は２４日～２７日)の６日間です。
北海道へ行く前日は東京で美味しいもの巡りとスイーツ調達で飛び回ってます。
... 2006/01/29(Sun) 19:57 No.994

◇Re: 準備完了！ 投稿者：Kazuo
こんばんは。
私も、今日きっぷの手配が完了しました。
これで、現実味を帯びてきており、非常に楽しみです。
私も2月23日～28日の休暇をとって【冬の北海道を満喫】する予定です。
... 2006/01/29(Sun) 21:55 No.995

◇Re: 準備完了！ 投稿者：トマム
休み、航空券、宿の三種の神器？が全て揃いました。
あとは行くだけです。
北海道滞在が２４日～２６日までと短い時間ですが、楽しみにしています。
... 2006/01/30(Mon) 00:43 No.997

◇Re: 準備完了！ 投稿者：分オイ
先日、宿をネットで予約しました。
航空券は昨年購入済なので、後は諸準備だけとなりました。
３日間ですが、北海道を思い～～～っきり満喫したいと思います。

... 2006/01/30(Mon) 23:44 No.1010

◇Re: 準備完了！ 投稿者：ひろみ＠関東人
とりあえず自分も3種の神器は揃ってるんですが、宿が帯広も北見も東横（苦笑
まぁ東横には何度も宿泊しある種の愛着もあるので。
北東パスは2月20日発売っぽいので、その頃に近所の駅で買う予定です。
オフ翌日の予定（新栄野駅訪問）も揃いましたし、いよいよ楽しみになってきました。
... 2006/01/31(Tue) 11:00 No.1012

☆乗車証明書印刷 投稿者：こうすけ

▲前 ▼次

先ほど、オフ会列車用の乗車証明書を49枚印刷しました。1枚あたりの原価は約12円（＋インク消耗費）に抑えました。両面印刷も考えたのですが、
その場合は1枚あたりの原価が50円近くに跳ね上がります。
そのため、予算や手間の都合などから、形式はインクジェットはがきの裏面ヨコ印刷、ある程度高級感のある仕上がりとなっています。なお、それぞ
れ若干の色むらがありますが、その点はご了承ください。やはり49枚印刷すると、かなりボリュームがありますね。
ところで、49枚で足りますか？基本的に参加される方のみ印刷しておりますので、数的にはかなりギリギリ一杯の印刷枚数です。
なお、おまけについても現在検討中です。
... 2006/01/28(Sat) 19:14 No.981

◇記念写真印刷の準備 投稿者：あお
オフ会で撮影した記念写真の印刷をするため準備を進めています。
一応人数分プラスアルファで７０枚程度の用紙を用意しています。また、プリンターはピクトブリッジ対応のプリンターなので、対応するデジカ
メでしたら印刷できますので当日声を掛けて下さい。あと希望があれば写真の台紙(実費)も用意できます。
... 2006/01/28(Sat) 23:38 No.983

◇Re: 乗車証明書印刷 投稿者：ポニー１３９
乗務員等の方にもお渡ししては、如何でしょうか？
途中で交替すると予想して２枚、陸別入換えの為に来てくださる置戸駅の方用に１枚、陸別でのイベントに協賛して頂ける地元の団体の皆様
用に数枚、
予備を入れて１０枚程、追加印刷出来ますでしょうか？
... 2006/01/28(Sat) 23:54 No.984

◇Re: 乗車証明書印刷 投稿者：こうすけ
乗車証明書につきまして、運転士の方にはお渡しする予定です（たけさんにも伝えてあります）。追加印刷は可能です。
その他、地元の方向けに増刷しようと思います。陸別での団体様、置戸駅の方に数枚程度。その他、可能であれば岡女堂・足寄駅・陸別駅

の売店、置戸駅の喫茶店、北見での物販の方にもお渡しできればと思います。追加で20枚ほど増刷したいと思います。
なお、先ほど気が付いたのですが、プリンターのバグのせいか、「規格外」乗車証明書が5枚あります(デザインについては変わりませんが、
見た目が若干異なります)。
... 2006/01/29(Sun) 02:50 No.985

◇Re: 乗車証明書印刷 投稿者：たけ
こうすけ様
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。郵送料などの経費については領収書（レシートでも）を保管しておいてください。
... 2006/01/30(Mon) 08:25 No.1001

☆あと一ヶ月以下 投稿者：きたろう

▲前 ▼次

いよいよオフ会まで一ヶ月をきりましたね。
自分は学割証明証を学校で発行してもらいました。
2月は臨時列車もそれなりに多いそうですね。
... 2006/01/27(Fri) 22:21 No.971

☆旅のしおり 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

トップページに項目が上がっていたので、書き込みます。
現在、ひろみ様のＨＰに紹介されている各駅紹介を参考に、草案を練っています。

... 2005/12/03(Sat) 05:13 No.665

◇Re: 旅のしおり 投稿者：たけ
ポニー様 いつもお世話になっています
旅のしおりは１月からでもいいかなと思っていましたので、具体案を出していませんでしたがここで私の案を出しておきます。しおりにかんして
は大枠は私が作成しようと考えていました。以前、年号暗記集（企画とはジャンルが違うけど）で作成したような、Ａ４冊子を半分にして真ん中
をホチキスで止めた冊子タイプを考えていました。ページ数は４の倍数で増やせます。内容は、１、表紙 ２、目次 ３、主催者から ４、時刻
表とイベント案内 ５、ダイヤグラム ６、ダイヤ確定への経緯 ７、今回のダイヤでのみどころ ８、駅＆駅間の見どころ ９、参加者紹介 特
に７，８，９は募集する形を考えています。原稿の募集方法まではメールフォームにするのか原稿を送ってもらうのかはまだ考えていませんで
した。９は２月の正式表明フォームにつけようと考えていました。その他はこれから考えます。
最後に、
＞ひろみ様のＨＰに紹介されている各駅紹介を参考に
ということですので事前にひろみ様にご確認をお願い思案す。
著作権の問題だけでなく、ひろみ様もしおりの記事作成を考えられている場合もあります。宜しくお願いします。
... 2005/12/03(Sat) 11:44 No.667

◇Re: 旅のしおり 投稿者：ひろみ＠関東人
こんにちは。
ご心配の権利関係ですが、本件に関してはまったく問題はございません。もちろん（C）表記も不要ですよ（笑）。
私はその辺のしおり作製は考えておりませんでした。
「旅のしおり」はいいですね。思い出に残りますし。以前勤務先の日帰り旅行の際に旅のしおりを作成しました。
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=07095473
この歌の歌詞をしおりに載せたら大好評でしたよ（笑）。

... 2005/12/03(Sat) 12:01 No.668

◇Re: 旅のしおり 投稿者：たけ
ひろみ様 ありがとうございます。
日帰り旅行のしおりを作られた事があるのですね。いろいろとアドバイスをいただけるとうれしく思います。
歌詞の件ですが、車内で歌うことはありませんが、「ちほく」に関係するものを載せるという手はありますね。
でも、歌詞も著作権で保護されていますね。
... 2005/12/03(Sat) 12:18 No.669

◇Re: 旅のしおり 投稿者：鬼峠
陸別音頭とか足寄小唄とか(あるのかどうか知りませんが)，その土地の歌を載せるといかにも「旅のしおり」という感じになるかもしれません
ね。とりあえずどんな歌があるか調べてみましょうか。
... 2005/12/03(Sat) 12:27 No.670

◇Re: 旅のしおり 投稿者：たけ
鬼峠様
そうですね、「その土地の歌を載せる」も含めて池北の話題を満載にしたいと思います。
... 2005/12/03(Sat) 14:40 No.672

◇Re: 旅のしおり 投稿者：ひろみ＠関東人
調べてみたところ、こんな楽曲が引っ掛かりました。沿線にちなんだ楽曲を探せば霧はありませんが、目に付いたものを適当に挙げてみま
す。多少毛並みが違うものもシャレでピックアップしてみました。
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=07095473
足寄―あしよろ―より＠松山千春
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=00566926
ちほく沿線ブルース

http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=05056390
池北線音頭
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=05056381
池北線
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=02862603
訓子府音頭
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=03406679
池田模範堂ムヒＣＦ
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=00660442
池田尋常高等小学校校歌
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=02568179
北見音頭（北見物産協会懸賞当選歌）
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=01364812
置戸音頭
http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=09826459
川上哲治物語・背番号１６ＢＧＭ
... 2005/12/04(Sun) 17:18 No.678

◇Re: 旅のしおり 投稿者：たけ
川上哲(鉄)治・・・ネタですね。
本当にあげたらきりがなさそうですね。
... 2005/12/04(Sun) 17:56 No.679

◇Re: 旅のしおり（ジョーク編） 投稿者：ひろみ
すっかり忘れてました。足寄といえばこれです。
http://www.remus.dti.ne.jp/~yomo/muneohouse/
http://tokyo.cool.ne.jp/enterlabyrinth/
ＭＵＮＥＯ ＨＯＵＳＥの楽曲なら私がＭＰ３で保管しております。ご希望でしたら足寄駅停車中にお流しできます（笑）。スーパーベルズがお
嫌いでなければお喜びいただけるかと。
... 2005/12/04(Sun) 23:26 No.684

◇Re: 旅のしおり 投稿者：としあき
できれば車内で音楽を流すのは控えてほしいのですが・・・ 撮影部からの切実なお願いです・・・
停車中の動画も公開したいので・・・
だめかな？？
... 2005/12/05(Mon) 00:02 No.690

◇Re: 旅のしおり 投稿者：こうすけ
MUNEO HOUSEの楽曲の件について
過去の犯罪者を煽るような楽曲を流すのはいかがなものかと思います。乗車される方の中には、いい思いをされない方もいらっしゃるのでは
ないかと思います。私としては、この楽曲を流さないほうが妥当だと思います。
よろしくお願い致します。
... 2005/12/05(Mon) 00:09 No.691

◇Re: 旅のしおり 投稿者：ひろみ
これは失礼しました。一応（ジョーク）としておりましたが、ちょっとブラックでしたね。
お詫び申し上げます。
... 2005/12/05(Mon) 00:40 No.692

◇Re: 旅のしおり 投稿者：こうすけ
ひろみ様
ご配慮、ありがとうございます。
車内で音楽を流すか流さないかも検討課題になりそうですね。撮影部の方に配慮する必要もありますし…。星空列車のときに星空をイメージ
したイージーリスニングを流すのも雰囲気がありそうですが…。持参のイヤホンつきプレーヤーでも解決できそうですね。
池田での入線時間に余裕があれば、発車の5分ほど前まで小音量で何かしらの音楽を流すのも悪くはないような気もします。
... 2005/12/05(Mon) 01:02 No.695

◇Re: 旅のしおり 投稿者：たけ
旅のしおりについて、そろそろ準備を開始したいです☆
... 2006/01/21(Sat) 23:54 No.960

☆準備開始 投稿者：たけ
皆様、こん××は。そろそろ準備を開始します。気がつけば「オフ1ヶ月前」です。

▲前 ▼次

今週中にやることは、
１：当日の受付について ２：旅のしおりについて です。
旅のしおりについてはアイディアを募集します。前回の記事を掘り起こしておきますのでご参照下さい。
それではよろしくお願いします（^.^）
... 2006/01/21(Sat) 23:52 No.959

☆初めまして。 投稿者：Smile at house

▲前 ▼次

北見の隣の端野町に住む者です。
鉄道は全然、わかりませんが参加します。
我家をホストハウスとして提供します。
３名程可能ですので、こちらをご覧下さい。
http://www18.ocn.ne.jp/~athouse/14gngsnof.html
＞Taku@Kitami さん
お手伝いできる事が有りましたら、協力します。

... 2005/11/20(Sun) 22:54 No.448

◇Re: 初めまして。 投稿者：あお
なんか某テレビ局の田舎に泊まろうみたいですね。
貴重な体験が出来そうです。
... 2005/11/20(Sun) 23:42 No.450

◇Re: 初めまして。 投稿者：Taku@Kitami
Smile at houseさま
はじめまして 私も仕事は端野担当です・・・
お願いすることが出てくるかも知れませんが、その際はよろしくお願いします。
端野町３区ということは、愛し野駅近辺。タクシーで１台3,000円くらいでしょうか。
... 2005/11/21(Mon) 00:27 No.453

◇Re: 初めまして。 投稿者：こうすけ
Smile at houseさん、初めまして。先ほど、ホストハウスの件についてメールを差し上げました。
よろしくお願い致します。
... 2005/11/21(Mon) 00:32 No.454

◇レス遅れてすみません。 投稿者：Smile at house
こんばんは、反響嬉しいです。
申し込み一号はこうすけさんです。
あと二人くらい可能です。
＞あおさん
家に誰か泊まると息子が喜ぶんです。
我家に泊まりますか？
＞Taku@Kitami
もしかしたらお会いした事が有ったりして。
遠慮なくコキ使ってください。
最近、夜遊びしてないのですが、タクシーは3000円くらいかと思います。
＞こうすけさん
今メール見ました。
第一号ですので、了解しました。
歓迎いたします。
... 2005/11/21(Mon) 18:33 No.468

◇Re: 初めまして。 投稿者：こうすけ
Smile at houseさん、メール拝見いたしました。
当日、池田までは普通列車と特急列車を乗り継いで、お昼前に到着予定です。翌日以降は石北線や釧網線辺りにいますが、現段階では後
日の釧路入りも検討しているので、その辺りの調整も必要になりそうです。
詳しい予定が決まりましたら、またお知らせします。
... 2005/11/21(Mon) 20:28 No.478

◇Re: 初めまして。 投稿者：あお
私だけならいいんですが、今回は同行者がいるので・・・
... 2005/11/21(Mon) 20:32 No.479

◇Re: 初めまして。 投稿者：分オイ
初めまして、Smile at house さま
私は、九州の福岡県に住む、分オイと言います。
この度の銀河線オフに初参加します。ＨＰを拝見致しました。
もし、宜しければお願いをするかもしれませんので、その時はお願い致します。
... 2005/11/21(Mon) 22:46 No.482

◇待ってます。 投稿者：Smile at house
>あおさん

今回は残念ですが、次回、機会が有りましたら、お越し下さい。
＞分オイさん
あと二名ですので、お早めに。
待ってます。
... 2005/11/21(Mon) 23:19 No.485

◇HPリニュウーアルしました。 投稿者：Smile at house
http://www18.ocn.ne.jp/~athouse/14gngsnof.html
ホストハウス、未だこうすけさんだけです。
まだ二名募集してます。
HPをリニューアルしましたので、必ず
http://www18.ocn.ne.jp/~athouse/14gngsnof.html
から入って下さい。
他のページに移動すると、ブラウザの戻るからしか戻れません。(^-^;A
... 2005/11/30(Wed) 06:15 No.610

◇Re: 初めまして。 投稿者：たけ
再度上にあげます！予定がだんだん見えてきた方もいらっしゃいますがいかがですか？
... 2005/12/09(Fri) 22:39 No.758

◇上げに来ました。 投稿者：Smile at house
物凄い盛り上がりで、２頁に下がったので上げに来ました。
まだ二名空きが有ります。
旅行計画に熟達した方ばかりなので、手配はもう済んでいますかね。(^_^;
... 2005/12/20(Tue) 20:16 No.880

◇関係ないんですが。(^_^; 投稿者：Smile at house
お世話になっています。
網走管内ローカルですが、ＮＨＫの番組に出させていただきます。
移住支援に付いて、お話してきます。
http://www.nhk.or.jp/kitami/
20日(金)ＰＭ6：30～7：00
お時間御座いましたら、宜しくお願いします。<(_ _)>
網走管内にお住まいの方で移住支援に興味がある人をお知り合いの方にも連絡戴けると嬉しいです。
http://www.phoenix-c.or.jp/~athouse/
この企画も取材来るとしたら、皆さん、嫌がりますかね。

... 2006/01/16(Mon) 21:09 No.947

◇Re: 初めまして。 投稿者：たけ
こんばんは。この企画ですか？列車企画と移住支援には全くつながりがないですので取材はちょっとご遠慮していただきたいですね。銀河線
の旅を楽しみたい仲間が全国から集まる「オフ」ですから、マスコミ等には気を使わないでのびのび楽しみたいですね。まず、集まったメンバ
ーで交流を楽しみたいです。
... 2006/01/17(Tue) 00:20 No.948

◇Re: 初めまして。 投稿者：Taku@Kitami
Smile at houseさま
金曜のNHKということは、オホーツク金曜広場の いらっしゃオホーツクでインタビューされるんですね・・・
マスコミパスということで了解ですが、北見市のコンベンションサポートに申し込むと観光パンフレットとオニオンスープ３本程度が手提げ袋
に入ったものが人数分用意していただけます。（これに配布物を全部つめて配れます・・・今回のケースは全国会議扱いなのでもっとすごいか
も？）
ご要望でしたら、北見市役所に連絡しますが・・・
私の 池田で見送り決定になりました・・・足寄まで参加できないかと思ったものの、日程的に難しいようです。
... 2006/01/17(Tue) 20:34 No.949

◇Re: 初めまして。 投稿者：たけ
おもしろいですね。地元（北見ＰＲ）につながるものですし、ご負担にならなければ、あったらいいなぁと思います。
ただ、「会議」ではないですけど・・・。いかがでしょう・・・。
... 2006/01/17(Tue) 22:38 No.951

◇了解です 投稿者：Smile at house
＞Taku@Kitami さん
キラリのコーナーだと思います。(^_^;
参加が難しくなったという事で、残念です。
北見での二次会の件、段取りなどで引継ぎなど御座いましたら、連絡下さい。
＞タケさん
取材の件は移住とは無関係の独立した「銀河線を愛する人が日本中から集まる」というお話でした。
局がけっこうネタ探しに苦労していると言うことでしたので、可能なら提案という感じでした。
余計な事を書いてすみません。
ノビノビ楽しく行きましょう。
... 2006/01/18(Wed) 00:08 No.953

◇取材 投稿者：たけ
Smile at house様

番組の続きとして、このオフ会の取材に来られるものと解釈してしまいました。基本的には、先に書きましたようにのんびり交流を楽しみたい
と思っています。取材に関して何かある場合は、【出発前に限って肖像権に注意していただく事を条件にＯＫです】ということはだいぶ前に書
きました。企画が始まってからは、みんなで楽しみたいですので何かこう撮影されたり取材されたりというのは無い方がいいと思います。プレ
スリリースなどの話もありましたが、こちらからアピールするような事も考えていません。これも、取材の申し入れがあれば出発前のみ対応さ
せていただくという事にしたいと思います。（そんな心配いらないか）
当日のんびり楽しむためにそろそろ準備しないと・・・。

... 2006/01/18(Wed) 02:17 No.954

◇緊張しました。 投稿者：Smile at house
放送完了しました。
ヤフーブログに報告記事書きました。
http://blogs.yahoo.co.jp/smileathouse/24054680.html
お暇な時に見てくださると嬉しいです。
... 2006/01/21(Sat) 02:42 No.957

☆参考資料になりますかな？ 投稿者：ひろみ＠関東人

▲前 ▼次

http://www.kunaicho.net/hckrfgl.html
当日のダイヤを参考に、乗降口の左右及び駅間時分をまとめてみました。かなり誤植入ってるとは思いますが…
放送をされる方、ぜひ参考にしてみてください。
... 2006/01/08(Sun) 14:26 No.941

◇Re: 参考資料になりますかな？ 投稿者：ポニー139
ひろみさん、ご苦労さまです。
乗り換え案内の「高島」(みなとみらい線),「大森」(京浜東北線)
大ウケしました。
掴みは、ＯＫですよ!
... 2006/01/10(Tue) 10:09 No.942

◇Re: 参考資料になりますかな？ 投稿者：ひろみ＠関東人
資料となる関連のネタはもっとあるのですが、あまり書くと自分が楽しめなくなるので（苦笑）。
... 2006/01/19(Thu) 15:55 No.956

☆羽越本線脱線事故の影響について 投稿者：としあき

▲前 ▼次

こんにちは。としあきです。
羽越線脱線事故の影響についてお知らせいたします。
羽越線脱線事故の影響で、羽越線は復旧の見込みは立っていません。２月２６日には開通している可能性も高いですが、復旧されるまでは通過列
車の特急券や乗車券は発売できないそうです。（駅の張り紙より）
そのため、帰りにトワイライトを利用される方は、復旧の見込みが立つまでは乗車券や特急券が買えないということです。
ご存知のように、指定席券は１ヶ月前からの発売で、これはもうあと１ヶ月に迫っています。
そのため、２月２６日発車のトワイライト関係のきっぷの発売日が連れこむ可能性があります。
また、もしかしたら復旧していない可能性もあります。代替ルートの検討もしておいたほうがいいかもしれません。
とりあえずお知らせまで・・・
... 2005/12/27(Tue) 16:07 No.911

◇Re: 羽越本線脱線事故の影響につい... 投稿者：ひろみ＠関東人
http://www.yamagata-np.jp/kiji/200601/14/news03695.html
１月２１日を目処に運行再開を目指したいんだそうです。まだ確定ではないそうですが。
１月２１日＝新潟支社＝Suicaスタート日？なるほど。
... 2006/01/14(Sat) 13:46 No.943

◇Re: 羽越本線脱線事故の影響につい... 投稿者：ポニー139
ひろみさん、ニュース記事はしっかり読みましょうね。
２１日から復旧したいのは、大学入試試験がある為で、代行バスも予定通り運転出来ない現状では
試験当日の混乱が予想出来るからだと思いますよ。
... 2006/01/15(Sun) 03:20 No.944

◇Re: 羽越本線脱線事故の影響につい... 投稿者：Taku@Kitami
（お詫び）特急「いなほ14号」の脱線事故により、多くのお客さまが死傷されました。ここに深くお詫び申し上げます。羽越本線については、1月
19日（木）より全線での運転を再開することとなりました。
先週 代行バスをあてにしていったら、全然使い物になりませんでした。自腹で路線バス＋タクシー代行で、鶴岡→余目間の移動をさせら
れました。（タクシー使ってくださいと命令したのは鶴岡駅員だから タクシー代がJRからもらえるケースもあると聞きましたが）
... 2006/01/17(Tue) 20:36 No.950

◇Re: 羽越本線脱線事故の影響につい... 投稿者：たけ
以前、岩見沢から江別までタクシー代ＪＲ負担で乗車した事がありました。予定外の出費だと痛いですね。
＞タクシー使ってくださいと命令したのは鶴岡駅員

ということで、もらえそうですけどね・・・。人数が多いとなると無理なのかなぁ。
... 2006/01/17(Tue) 22:39 No.952

☆HappyNewYear 投稿者：k2

▲前 ▼次

明けましておめでとうございます。
どうやらいたずらは治まったようですね。
オフ会まで2ヶ月を切りました。
この冬は寒さ、鉄道事故と不安だらけですけど、皆さんで楽しい会にしたいですね。
... 2006/01/03(Tue) 23:48 No.921

◇Re: HappyNewYear 投稿者：たけ
あけましておめでとうございます。いたずらにもほどがありますが、とりあえず小休止でしょうか。またあると思いますが・・・。今日はスーパー
北斗が何時間も立ち往生するなど雪害による遅れが出ているようです。なんとか、オフ当日は晴天に恵まれて欲しいものです。私はどちらか
といえば、晴れ男です。
... 2006/01/04(Wed) 00:26 No.922

◇Re: HappyNewYear 投稿者：分オイ＠福岡人
新年明けましておめでとうございます。
いよいよ来月になりましたね～
そろそろ、懇親会の正式な人数の方も決めないといけませんね～
お店は決まっていましたよね！
... 2006/01/04(Wed) 20:44 No.923

☆車両指定 投稿者：たけ

▲前 ▼次

現在イベント車両を予定していますが、ボックスシート（４人で向かい合うやつ）のイエロー号やホワイト号にした方がいいというかたはレスをしてくださ
い。２２名以上で変更します。
... 2005/12/14(Wed) 00:37 No.800

◇Re: 車両指定 投稿者：塚本雅浩
少なくとも明るいうちは車窓を楽しむことも目的の一つになると思います。星空列車の計画もありますし…。であれば、確かにボックスシート
の方が適しておりますので、選択できるのであれば私はイエローorホワイトの方が助かります。
（ボックスシートでは交流が図れないというものでもありませんし、ロングシートにしたからといって、この人数ですから全員とお話しして歩くの
も難しいかなと思います。北見で交流会も開催されますので…。）
... 2005/12/14(Wed) 01:20 No.801

◇Re: 車両指定 投稿者：こうすけ
こんばんは。
車両指定の件ですが、イエローorホワイトのほうが良いですね。行程が6時間超の長丁場になることから、ロングシートでの旅行は体力的に
も厳しいのではないかと思います。また、荷物の置き場所、星空列車の関係でも、ボックスつきのほうがありがたいですね。
ただ、ボックス車利用の場合、進行方向逆側の方が発生するため、この辺りをどうするかが難しいですね。座席の割り当てについては厳正な
無作為抽選が望ましいですが、進行方向逆側で乗り物酔いをされる方がいらっしゃるかもしれないので、この辺りの配慮も必要になりそうで
す。
ボックスの場合はなるべく多くの方と交流したいと思いますので、区間ごとに座席を入れ替えるのもひとつの方法です。停車時間などを勘案
し、池田～足寄、足寄～陸別、陸別～置戸、置戸～北見の各区間で座席の総入れ替えなどを行ってみると良いかもしれません。
また、車両後方は展望を楽しみながら立席歓談ができるスペースとして活用し、多くの方々と交流できればと思います。
... 2005/12/14(Wed) 02:25 No.803

◇Re: 車両指定 投稿者：たけ
どちらかを皆さんにお聞きするために投票を設置しました。どちらでもよいという方もいらっしゃいますので、２２日の段階で多いほうに決定し
ます。オフ会ページのトップに設置しましたので、ハンドルネームを入れて投票してください。
... 2005/12/14(Wed) 11:40 No.811

◇Re: 車両指定 投稿者：としあき
車両ですが、やはりボックスのほうがいいんじゃないでしょうか？
景色も見やすいですし、ロング部分もありますので、適当に使い分けることもできると思います。
たとえば、ロング部分に、ブルーシートなどを敷いて、簡易お座敷のような感じでそちらで盛り上がる方は盛り上がってもらうような感じです。
しっとり景色を楽しむ方は、ボックスで・・・ 盛り上がりたい方は、ロング部分の宴会場へ
っていう感じでいいんじゃないかと思うのですが・・・
... 2005/12/14(Wed) 16:21 No.812

◇Re: 車両指定 投稿者：としあき
追伸です・・・
可能であれば、ちほくさんにお願いして、ロング部分にカーペットを敷いてもらえれば最高なんだけどなぁ・・・
... 2005/12/14(Wed) 16:29 No.813

◇Re: 車両指定 投稿者：鬼峠
私も当初から申し上げているとおりボックス派ですが，定員ぎりぎりの乗車となると少々懸念されることがあります。
セミクロスシート車の場合，ボックスが32席，残りはロングシートでトイレの向かいというあまり環境のよろしくない席もいくつか出てきます。
ロングシート車の場合も，トイレの向かいにボックスが一つだけという非常に半端な席ができます。

ロングシートのカーペット敷きについては以前も議論がありましたが，頻繁に駅に停車するため乗り降りに支障が出る，床に座ると外が見え
ない，冬季のため床に座ると寒いなどの問題があります。また，ロングシート車の場合，テーブルはいかにも倒れやすそうで乗り降りに支障
が出かねないので，設置しない方がよいと思います。
... 2005/12/14(Wed) 20:46 No.816

◇Re: 車両指定 投稿者：としあき
乗り降りの件ですが、外は大変寒いと思いますので、思ったほど外に行く人はいないのではないかと思います。
それに、テーブルがないとお弁当などが食べにくく、それこそ問題だと思うのですが・・・
景色の問題ですが、盛り上がりたい人はロング部分へ 景色を楽しみたい人はボックスへというふうに別れるのではないかと思います。
座席についても、あまりぎっちり席をきめちゃうのもどうかと思います。
... 2005/12/14(Wed) 22:02 No.818

◇Re: 車両指定 投稿者：分オイ
こんばんわ、私はボックス派です。（笑）
ロングもいいですけど、こうすけさまも書かれていましたけれども、
区間毎に座席の入れ替えと言うのもいいですねぇ～ それだと様々な方々と交流を深める事が
できますし、盛り上がる事間違いなしですからね！６時間のロングシートは結構きついものがありますからね
私は夏に東海道線の各停（豊橋～熱海）に乗ったんですが、４時間ものロングシートは尻も痛いし、景色も
見れなかったのが現状です。
... 2005/12/14(Wed) 22:59 No.819

◇Re: 車両指定 投稿者：こうすけ
こんばんは。
仮にボックス車両使用の場合、ロングシート部にイベント用車両のテーブルを配置することは可能でしょうか？
... 2005/12/14(Wed) 23:16 No.820

◇Re: 車両指定 投稿者：たけ
一部だけテーブルを設置するのはできないと思います。写真を見る限りでは、テーブル用の穴があるようですよ。体育館にバレー用のネット
のポールを立てる穴があるようなイメージだと思います。
... 2005/12/14(Wed) 23:21 No.821

◇Re: 車両指定 投稿者：たけ
投票ではボックスシート確定まで、マジック７といったところでしょうか。
... 2005/12/14(Wed) 23:31 No.822

◇Re: 車両指定 投稿者：はんな
早速、イエロー号orホワイト号に投票しました。
普段の銀河線のボックス車両がいいですね。
あんまり堅苦しく席を決めなくても
全席自由で良いと思うのですが。
区間毎に席替えってお見合いパーティーみたいでどうかと・・・(-_-;)
（いや、参加した事は無いですよ）
停車毎に外に出る人は通路側に座るだろうし、
車窓見る人は窓側に座れば良いだろうし、
酔うのが心配な人は自己責任だろうし、
うろうろしたい人はうろうろしたらいいだろうし。
そこら辺は参加者任せで良いと思います。
... 2005/12/14(Wed) 23:34 No.823

◇Re: 車両指定 投稿者：ポニー１３９
私は、滅多に乗れないので、イベント車両が良いと思うのですが、
「999の車掌さん」においで頂く事を考えると、イエロー号やホワイト号の方が似合っているような。
... 2005/12/14(Wed) 23:51 No.826

◇Re: 車両指定 投稿者：たけ
>折角、借りるのだったら、普段乗ることが出来ない車両の方が良い
これがこの企画を思いついたきっかけというか最初の動機でした。
ただ、ここまで人数が増えたのでどっちでもいいかなと思って聞きました。支持の多いほうにしようかなって。
>全席自由で良いと思うのですが。
私もこの意見に賛成です。こういう意見が多ければそうしたいと思っています。
ビデオ撮影にしても乗降にしてもみなさん自由なわけですから。まずは、どんどん乗車して好きな場所に座ってもらいたいと思っています。交
流を楽しもうというご投稿も多いので、あとは自然と交流が始まると思います。
人数が多いから心配というご意見もあると思いますが、乗ってしまえばあとはなんとでもなると思っています。
車両については多数決で決めてしまいますが、座席についても検討しなければなりませんね。
... 2005/12/14(Wed) 23:58 No.827

◇Re: 車両指定 投稿者：こうすけ
たけさま
テーブルの件、了解いたしました。全席自由席の件についてですが、可能であれば私もそれに賛成です。
... 2005/12/15(Thu) 00:20 No.828

◇Re: 車両指定 投稿者：k2
自分はロングシートに投票はしましたが、どちらでも構いません。
恐らく、一箇所にじっとされている方はいないと思いますし、自由席がベターだと思います。

6時間もあるのですから、40名くらいの方と楽しく盛り上がりましょう。
銀河線を楽しむ事、参加者との交流を楽しむ事、厳冬期の北海道を楽しむ事、自分の中の3本柱です。
... 2005/12/15(Thu) 00:55 No.831

◇Re: 車両指定 投稿者：ひろみ＠関東人
一応ボックスで投票はしたものの、個人的には今回のオフ会の定員程度の乗車率ならどちらでもいいカナと。目的はいろいろな駅に停車し
ながら6時間を楽しく過ごす事ですので。
... 2005/12/16(Fri) 15:57 No.841

◇Re: 車両指定 投稿者：hiro
１００Ｖ電源が使えるのは、どの車両かな？使えるのが良いなあ。
... 2005/12/16(Fri) 23:33 No.843

◇Re: 車両指定 投稿者：トマム
当初はイベント車両使用ということでの募集でしたので一応イベント車両に投票しましたが、ぶっちゃけどちらでも構いません。
どちらの車両でも十分に楽しめると思います。
... 2005/12/17(Sat) 00:51 No.844

◇Re: 車両指定 投稿者：たけ
現在の得票はイベント車両１５ イエロー＆ホワイト２１ 無効票が１票づつありますが同伴される方の立場「さやと日高三股様のご家族」を追
加するとこの状態でいいでしょうか。のこりのみんながイベント車両と言われたら・・・。
... 2005/12/20(Tue) 10:01 No.864

◇Re: 車両指定 投稿者：たけ
イエロー号、またはホワイト号を希望する旨のファックスを先日送りました。
... 2005/12/28(Wed) 16:50 No.913

☆不具合修正 投稿者：たけ

▲前 ▼次

記事番号が掲示板変更の際におかしくなっていましたが修正しました。ご迷惑をおかけいたしました。
... 2005/12/25(Sun) 02:09 No.908

◇Re: 不具合修正 投稿者：たけ携帯
携帯からの書き込みテスト
... 2005/12/28(Wed) 13:39 No.912

☆あと２ヶ月！ 投稿者：hiro

▲前 ▼次

いよいよ、あと２ヶ月となりましたね。楽しみ、楽しみ(*^_^*) 専門外ですが、鉄道模型も、銀河線関連の商品が出ているようです。記念にと思いました
が、結構高いものですね。片道の飛行機代くらいします。ひえー！
... 2005/12/25(Sun) 14:15 No.909

◇Re: あと２ヶ月！ 投稿者：きたろう
こんにちは。
自分も鉄道模型を買う予定です（今度出るCR70のほうを。あくまでも予定ですが…）自分は個人的に999号のラッピング塗装のほうがほしか
ったんですが、正月前ということで財布が非常に寒いので(^_^;
中古という手も使おうな～と考ええおります。使ったらふところは非常に寒くなってしまいますが。
では失礼します。
... 2005/12/25(Sun) 15:28 No.910

☆沿線状況 投稿者：小さな鉄道博物館

▲前 ▼次

２３日銀河線撮影に行って来ました。十勝晴れで条件も良いので７１２Ｄを陸別ー分線の松浦踏切で、７０２Ｄは分線オーｂ－クロスで撮影し雪煙も上
がり朝日を浴びて最高でした。陸別は５０センチくらいの積雪があり駅構内はとても良い雰囲気になっています。昼前からは雲が広がり川上駅では雪
が降り始めました。駅前には車２台分くらいしか除雪されていませんので注意してください。池田あたりはさらりとしか雪はありません。１月１日は７１２
Ｄの池田側、７０１Ｄ快速銀河 北見側に正月ならではの物がはじめて装着する予定なので見てのお楽しみです。
... 2005/12/24(Sat) 16:35 No.906

◇Re: 沿線状況 投稿者：たけ
こんばんは。いつもお世話になっています。早いものでもう年末ですね。正月ならではのものということであれかなぁとは思いますが見に行け
ないのがざんねんです。オフ前々日くらいに新雪がふって当日は快晴というのが理想ですが、そればっかりは祈るしかないです。
... 2005/12/25(Sun) 02:07 No.907

☆前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：あお

▲前 ▼次

帯広で２月２３日宿泊される方で時間の都合がつく方、夜プレオフ会やりませんか？
場所・時間は未定(帯広駅周辺)ですがお酒が飲めない方もおられると思いますのでご飯を食べに行く程度になると思います。とりあえずスレを立てて
おきますので宜しくお願いします。
... 2005/12/10(Sat) 13:16 No.761

◇Re: 前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：k2

明け方までワールドカップの抽選会を見ていて、ついさっき目覚めました。
２４日のプレオフ会、いいですね。
帯広駅周辺で食事できる店、「ふじもり」は地元のレストラン（食堂って感じ）は駅前で２１時までやってます。
六花亭本店は２０時まで、ピザはかなりいけますよ。
... 2005/12/10(Sat) 14:43 No.762

◇Re: 前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：あお
２３日ではなく２４日の間違いです。大変失礼しました(_ _ )/ハンセイ
... 2005/12/10(Sat) 23:14 No.766

◇Re: 前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：ひろみ＠関東人
私も前日のうちに帯広入りする予定です。
新得18時30分発の2559Dで帯広入りする予定です。
http://www.ekikara.jp/newdata/detail/01010012/22.htm
予定では20時36分着です。お酒、タバコ、博打はしませんが、宜しければ食事でも！
... 2005/12/11(Sun) 17:30 No.770

◇Re: 前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：あお
遅めの帯広入りの方もおられるようなので遅くまで営業している所を調べておきます。
参加される方につきましてはあらかじめ宿泊先にチェックインして頂いた後集まる形を取ります。
まとまった人数が揃った時点でお店へ予約を入れます。

... 2005/12/11(Sun) 23:19 No.772

◇Re: 前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：あお
遅い時間なのでやっているお店が少ないため居酒屋で行う予定です。(但しお酒はなしです。)予算は１名２５００円です。内容は刺身、揚げ
物、煮物、焼き物、鍋もの、ご飯、デザートとなります。
... 2005/12/13(Tue) 00:40 No.794

◇Re: 前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：ひろみ＠関東人
私が知ってるお店はお酒も飲めて、豚丼も食べられて、そこそこ遅い時間でも営業していますよ。
５～７人程度なら座敷もあるしいいですよ。2559Dで帯広に到着したあとでも余裕でしたし。
... 2005/12/13(Tue) 09:36 No.795

◇Re: 前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：たけ
こんにちは。私は前日はほんのちょっと顔を出す程度だと思います。それでもよろしければよろしくお願いします。
... 2005/12/13(Tue) 15:49 No.797

◇Re: 前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：あお
集合が遅い時間になるので食事がメインです。１～２時間でお開きにする予定です。
... 2005/12/13(Tue) 16:25 No.798

◇Re: 前日帯広入りされる方へ！ 投稿者：あお
また上に上げます。
帯広入りが遅くになる方もおられるようなのでプレオフ会ではなく食事会に変更します。
時間・場所については参加される方との相談の上決定します。
メール返信で連絡を頂けると助かります。
... 2005/12/24(Sat) 03:10 No.905

☆車内のコンセントについて 投稿者：たけ

▲前 ▼次

実はこっそり聞いていたことがあります。車内にコンセントはありますか？使わせていただけますか？という内容です。
自動販売機の電源が入らないが、それでもいいなら可能ということだそうです。
バッテリーを気にされている方がいらっしゃいましたが、この件に関してご意見ください。
６時間の乗車なので使えた方がいいのかなぁとは思っていましたが・・・。
... 2005/12/12(Mon) 13:31 No.781

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：ひろみ＠関東人
さすがモバイル時代に適した質問！ありがとうございます。
特に個人的には不要ですが、全面展望を録画される方は機器の電源を気にしないでもいいので助かるでしょうね。
... 2005/12/12(Mon) 13:40 No.782

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：hiro
自分も前面展望をビデオ撮影したかったものの、付属のバッテリーでは、１時間が限界と思っていたのですが、こいつが使えるとテープ交換
の心配だけで済みそうですね。Ｖ社のEverio GZ-MG70 なんていう最新機をお使いの方は、７時間連続撮影で継ぎ目なしなんていう夢の絵
が撮れそうですね。誰か本番で代表してやってくれないかな。
... 2005/12/12(Mon) 21:23 No.787

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：分オイ
ありがたいお話しですね。私はＰ社のビデオカメラを使用してまして、今の所、付属のバッテリーだけで撮影しておりますので、6時間の長丁場
には コンセントはありがたいです。携帯電話とデジカメは バッテリーを2本持っているので、心配ないんですが…
... 2005/12/12(Mon) 21:31 No.788

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：あお

コンセント使用可とのことなのでＯＡタップ持参します。自分は記念撮影した写真をその場で印刷できるモバイルプリンターを持参するので６
口限定ですが・・・
... 2005/12/12(Mon) 21:44 No.789

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：マリオ
やっぱり車内にコンセントがあると便利ですね。一応自分も前面展望の撮影するすもりですが、やはり付属のバッテリーが１時間位しかもた
なく厳しいですので、是非お願いしたいです。長時間のバッテリーは値段がかなりするので・・。
... 2005/12/12(Mon) 21:57 No.791

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：たけ
イエロー＆ホワイトを指定してみますが、実現したならばコンセントは使用できます。
... 2005/12/22(Thu) 01:13 No.893

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：きたろう
質問なのですが、コンセントは何個あるんですか？一個だけで複数の人が使うことができないので質問してみました。
... 2005/12/22(Thu) 17:12 No.898

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：たけ
あお様がＯＡタップをお持ちいただけるそうなので６口ありそうですよ。延長コードなど必要な方は各自ご用意下さい。
... 2005/12/22(Thu) 17:21 No.899

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：あお
一応持っていきますが、使いすぎでブレーカー上げないようにしましょう。あと、自販機も使えるように対策は立ててありますので大丈夫です。
... 2005/12/23(Fri) 13:00 No.901

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：たけ
自販機は必要なのかなぁ・・・。それに、コンセントを使わせていただく条件が自販機無しなので。
... 2005/12/23(Fri) 13:24 No.902

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：あお
コンセントの場所次第ですが自販機の電源を止める事はしなくても大丈夫です。あと、コードで足をひっかけないようにテープで止めておく必
要もあります。あとコードの長さが６ｍなので自販機の場所と進行方向によっては延長コードも必要になるので一応用意はします。
... 2005/12/23(Fri) 15:26 No.903

◇Re: 車内のコンセントについて 投稿者：としあき
わたしもＯＡタップ持って行きます。ホテルで必要なので・・・
ただあまりつなぐと問題かもしれませんが・・・ とりあえず報告まで
... 2005/12/24(Sat) 00:23 No.904

☆車内放送。。。 投稿者：ひろみ＠関東人

▲前 ▼次

特段こだわりはありませんが、でもあったらうれしいいつもの車内放送。
テープで流される自動（？）放送ですが、あれって車両備え付けのプログラムに列車番号を打ち込んで、
IC機能かなにかで音声合成され出力…なわけはなく、列車によってテープが異なり、系統ごとに編集が行われているんでしょうね。
JR北海道のワンマン列車に乗っていると、運が良ければ「このテープは、追分発、夕張行きのテープです。運行番号●●●●をセットしてください。
次から本放送に入ります」という風な内容を聴く事ができたりするくらいですから、おそらく停車駅が異なる運用が多い銀河線もこのように系統別にテ
ープも違うんでしょう。
で、疑問ですが、今回のオフ会臨時列車のワンマン放送って流れるんでしたっけ？仮に流れる場合、今回の列車の停車駅に合わせてあるのでしょ
うか？それとも、全ての駅に停車する715Dと同じテープが用意されるのでしょうか？
715Dはこれです。
http://www.ekikara.jp/newdata/detail/01020001/12.htm
恐らくこの手のテープは1本しかなく、予備って無いんじゃないかなと心配してみたりしています。
... 2005/12/11(Sun) 19:30 No.771

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：たけ
１，自動放送は、運転手にお願いしたら流してくれるそうです。
２，後方での業務用マイクの使用は可能です。
３，車外マイクはハンドマイクでよければ、車内に積んであるのを貸してくれるそうです。（が、いらないと思う）
以上、出先のためFAXを直接みていませんが、母に読んでもらいました。車内放送関係の企画も進めていきましょうか。
... 2005/12/12(Mon) 13:26 No.780

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：ひろみ＠関東人
チラシ裏程度の妄想なので読み流して頂いてもいいのですが。。。。
あのテープ放送を録音したり、全面展望を録画されてる人がノイズ音として欲しい人（逆に不要）がいると思うので、流れるタイミングを逆キ
ュー出しのようにしていただけると嬉しいのですが、運転に集中される乗務員さんにそこまで求めるのは酷でしょう。
そこで、放送に関しては後方運転台で放送に関する機器のみの操作しかしないと誓約した上で、操作をさせて頂くことは可能でしょう
か？？？
※放送関連にはチトこだわりがある私。

... 2005/12/12(Mon) 13:44 No.783

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：たけ
ひろみ様
いろいろとお願いをたくさんしてきていますので、このあたりは素直にありがとうございましたといいたい私です。
本当に細かいところまでよくご回答してくださったと思っています。業務用マイクも、コンセントも。
流していただけるだけいいのかなと思うのですが・・・。
... 2005/12/12(Mon) 14:11 No.784

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：Kazuo
こんばんは。
車内放送の件、ここまで承諾をいただけるとは思っていませんでした。
これで、車掌気分を味わいたいという方も喜んでいただけると思います。ありがとうございます。
もし、テープを車内で流すとなれば、駅間がそんなに長くはないので、出発と到着の前におそらくはテープは流れるはずですから、その間に
一言なりその駅の特徴を放送する、というのはどうでしょう？
半分は北海道外から参加するので、駅の特徴をワンポイント放送、というのもいいと思います。
私も初めての北海道内地なので、全くイメージがわかない、というのもありますが・・・。
もし、ほかにこうしたらいいのでは、というのがあればよろしくお願いします。

... 2005/12/12(Mon) 20:57 No.786

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：ひろみ
放送としおりを連動させた秘策をちょっと検討中です。うっしっし（笑）
ということで落ち着いたらたけさんにメールを打ちますね。
... 2005/12/12(Mon) 21:58 No.792

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：としあき
わたしは、あらかじめ車掌体験希望者の方を募って、車掌体験区間をあらかじめお知らせしておいて、その区間の放送は（基本的に）車掌体
験者にお任せするというのがいいと思います。
ひろみさんの試みもいいのですが、やはり車掌体験をやってみたいという方は多いと思うので、公平にしたほうがいいとおもいます。
もちろん、イベント区間（星空列車区間など）は、専用の車内放送を別枠でやるっていうのには大賛成です。
... 2005/12/14(Wed) 07:05 No.806

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：としあき
追伸です。
車掌体験という意味では、ワンマン放送は邪魔じゃないかなぁ と思うのですがどうでしょうか？
だって、車掌放送の代わりのワンマン放送ですから・・・
ワンマン放送については、通常運転列車に乗れば聴けますし、なんといっても、たけさんがいま公開している動画でも聞けますので・・・
... 2005/12/14(Wed) 07:09 No.807

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：たけ
車掌ごっこについては別スレッドを立てました。この記事は、テープ記事になります。
そこで、車内放送のテープを「短区間でも流した方がいい」という方はレスをお願いします。流した方がいいという方が３名いらっしゃいました
ら、最初の３駅くらい流します。車掌ごっこはそのあとにします。
... 2005/12/14(Wed) 09:14 No.809

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：ひろみ＠関東人
皆様には特別に「ここのテープ放送は聴きたい」というのはお持ちですか？
私は岡女堂の次駅案内と接近案内はちょっと聴きたいかなと。
ちょっといろいろ考えるところがあるので、メッセ会議かなにかで詰めていければ。
... 2005/12/20(Tue) 13:55 No.870

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：たけ
私はいっちばん最初と、いっちばん最後が聞きたいです。「北海道ちほく高原鉄道をご利用いただき・・・」が。
... 2005/12/20(Tue) 14:03 No.872

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：３１１レ
こんばんは。
ちほく線の放送テープは１８種類あり、普通であれば車両に全部搭載されています。
http://photos.yahoo.co.jp/bc/ed75_501/vwp?.dir=/&.dnm=IMG_2808.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t
... 2005/12/20(Tue) 21:01 No.882

◇Re: 車内放送。。。 投稿者：we
個人的（かなり個人的）には本別・足寄を聞きたい。
本別で「帰ってきた～」と感極まり、足寄で高校時代を懐かしむ。
･･･と、本当に個人的な理由です。
こんなこと言ったら皆さんの思い出が積もり積もって収拾がつかなくなりそうですよね･･･。
最後の「銀河線をご利用いただき･･･」は無条件で流して欲しいかも。
放送が流れたら感動しちゃいそうです。

... 2005/12/23(Fri) 11:17 No.900

☆OFF実行 投稿者：銀河線

▲前 ▼次

こんばんは、銀河線です。
自分も絶対に参加させていただきます。
また協力も出来る限り致しますので、どうぞお気軽にメールよろしくお願いします。
北見に住んでいるため多少の協力は出来ると思います。
ぜひ、OFF会が実行されるといいですね。
資料もいろいろ探してみます。
... 2005/10/18(Tue) 00:03 No.6

◇Re: OFF実行 投稿者：たけ
ありがとうございます。
北見在住の方がご参加いただけるということは大変うれしく思います。身近なお仲間様もぜひお誘いあわせ願います。
... 2005/10/18(Tue) 00:15 No.7

☆オフ会前後の予定 1 投稿者：たけ

▲前 ▼次

私の今のところのオフ会前後の予定です。
たけ：購入切符 江別→池田 \4,930（函館本線,滝川,根室線）
さや：購入切符 旭川→池田 \3,880（富良野線,富良野,根室線）
[２月２４日]
帯広（途中下車）に２１：００頃までに着くように行きます。
馴染みの店で豚丼を食べます。帯広泊の方でご一緒できるかたがいらっしゃいましたらぜひ☆
宿泊場所は未定ですが駅周辺です。ムサシ、ルートイン、パコ系から選ぶと思います。
[２月２５日]
池田駅に１０：４０ごろに着くように行きます。その次がないので・・・。主催者がギリギリでも良くないし。
イベント実施後、我々はたぶん北見スーパーホテルに宿泊します。
[２月２６日]
たけ＆さや購入切符：片道乗車券 北見→旭川 \3,880 快速きたみ に乗ると思います。
私は旭川からSきっぷフォー（HGじゃないよ）を使います。大学に行く時に１度ケチれば１枚残るので。
以上、現在予定しているものをアップしました。
... 2005/12/02(Fri) 02:17 No.649

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：ひろみ
個人的には24日に旭川に入り、25日朝の富良野線で移動することを考えていますが、
24日の夕方の富良野線～根室本線移動でもいいのかなぁ～とまだまだ妄想を巡らせております。
旭川ＩＮの目的は単に個人的に薄い石北本線の新旭川～上川間の駅廻りがしたいからですので、
別に旭川泊にこだわる必要はないもんで。。。もしよろしければご一緒します？＜たけ様
北見の宿は東横インでございます。グループ社員で安く泊まれる対面の○急インですが、ネット環境が
悪いのでパスしました。
使用切符は北東パスになる予定です。青春18が使えればなぁ～。
... 2005/12/02(Fri) 02:29 No.651

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：分オイ
こんばんわ
私のオフ会前後の予定ですけど。
【２月２４日】金曜日
福岡～札幌間（千歳）ＡＮＡ機で午前中入り
千歳～札幌間を移動（乗り換え）
札幌～小樽間（快速利用）
小樽では観光（撮影）食事をした後、札幌経由で帯広に移動！
※帯広（池田）での宿泊場所は…（未定）
夕食もどうするか、検討中です。
【２月２５日】土曜日
朝、所用を済ませた後に池田駅に移動。
（銀河線オフ会参加）
北見で、懇親会参加後、オホーツク１０号乗車
【２月２６日】日曜日
朝一番に札幌到着し午前中いっぱいを使い札幌観光（土産購入等など）
千歳まで移動し、昼過ぎのＡＮＡ機に搭乗
夕方に福岡到着 福岡空港～博多間を地下鉄で移動し、博多からＪＲで自宅に帰る。
時間と休みがあれば、もっと北海道を観光したいのですけど、仕事がある為に日曜には帰らないといけないのが
残念です。
... 2005/12/02(Fri) 22:26 No.658

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：k2
今晩は。自分の勝手な予定（まだ休暇願いを出していない）は下記の通りです。
2月24日（金）東京～十勝帯広 新得の馴染みのＹＨに宿泊
2月25日（土）新得9:07 帯広10:04 10:09 池田10:37 北見の宿は未定です
2月26日（日）網走～北浜 流氷をのんびり見る？？？？？
2月27日（月）帰京（復路は女満別又は釧路から）
帯広のパコはお勧めです。温泉付いてるし、駅からも「六花亭」や「ぱんちょう」にも近い。
十勝の美味しいものならお任せ下さい（汗）。

... 2005/12/02(Fri) 23:40 No.661

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：こうすけ
こんばんは。
自分の計画ですが、
2月25日(土)
札幌-滝川-富良野-帯広-池田
（新得までは一日散歩、新得から普通乗車券、帯広から＋特急券）
池田-北見
（懇親会参加後、Smile at house様宅泊）
2月26日(日)～28日(火)～3月1日(水)or2日(木)
Smile at house様宅滞在、周辺観光等
3月1日(水)
北浜、中斜里方面へ（予定）
3月2日(木)or1日(水)
摩周、釧路方面へ 釧路泊
3月3日（金）or2日(木)
厚岸、浜中町方面へ 釧路泊
3月4日（土）or5日(日)or3日(金)
幕別、新吉野方面へ、深夜に札幌帰宅

後半は青春18きっぷを使う予定です。少なくとも6泊7日、最長で8泊9日となる予定です。
... 2005/12/03(Sat) 00:48 No.663

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：Taku@Kitami
私の予定です
２月２５日（土）
北見７：１６→池田１０：１９
５名さま集まりましたら、１０：３０～１１：４０まで プレツアーとして 十勝ワイン試飲セミナー＆ガイドツアー主催
http://www.tokachi-wine.com/tokachi/annnai.htm
１２：００池田駅集合
北見にて懇親会幹事
... 2005/12/03(Sat) 01:11 No.664

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：ポニー１３９
２月２４日 羽 田→女満別 北海道国際航空（全日空共同運航便）
宿：＊急イン
２月２５日 北 見→池 田 遅くても快速「銀河」に乗車します。
北 見→
夜行オホーツク
２月２６日
→札 幌
新千歳→羽 田 全日空便
... 2005/12/03(Sat) 05:18 No.666

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：あお
予定ですが、今のところはこんな感じで計画しています。
２４日に東京から空路新千歳入りして帯広へ入り帯広で泊まります(東急インに宿泊)
２５日は帯広から池田入りしてオフ会参加して北見で泊まります(東急インに宿泊予定)
２６日は北見から旭川経由で札幌入り(エクセルホテル東急宿泊)
２７日は札幌市内・小樽市内観光とおみやげを買い東京へ戻る
ただ、２４日に北見でのヘッドマーク作成立ち会いの状況によっては北見で宿泊する場合もあり？
... 2005/12/03(Sat) 20:53 No.674

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：としあき
こんばんは としあきです。
私のＯＦＦ前後の予定ですが、
２月２０日 神戸→新千歳 ＡＮＡ便で北海道入り
２月２５日 ＯＦＦ参加後 スーパーホテル北見で宿泊
２月２６日 快速きたみ→特急ライラックorスーパーホワイトアローで札幌へ
新千歳→関西 ＡＮＡ最終便で帰宅予定です。
北海道内は、北海道フリーパスで移動予定 ２０日～２６日の予定は未定ですが、道内の列車の前面展望を撮れればいいかなぁ と思い計
画中です。
... 2005/12/04(Sun) 01:12 No.675

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：本物のＪＲ運転士
私は、【スーパーおおぞら３号】にて池田入りをしてオフ会に参加。
オフ会・懇親会後に【オホーツク１０号】に北見から乗車予定です。
... 2005/12/04(Sun) 16:11 No.676

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：ひろみ＠関東人
どなたか、オフ会翌日の日曜日、女満別空港発最終の東京行きJALにあわせて西女満別駅から女満別空港まで一緒に
歩いて移動してみたいという方はいらっしゃいませんか？？？（笑）。
一度ここから歩いてみたいんですけど、なにぶん初めてなもんで。。。

http://www.ekikara.jp/newdata/detail/01010042/1.htm
... 2005/12/04(Sun) 17:07 No.677

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：日高三股
ひろみ＠関東人さま
こんばんは！
西女満別から女満別空港まで歩いて冬だと３０分以上かかりますよ！
時々、余裕があるときにはよくやるのですが
思ったよりも遠くてくたくたになります。
しかも、夜ですから防寒をしっかりされてくださいね。
路面も凍っていますので重い荷物をお持ちの場合は
気をつけたほうがいいかもしれません・・・

... 2005/12/04(Sun) 21:48 No.680

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：ひろみ
日高三股様
ご忠告、ありがとうございます。
拝読いたしまして、酔狂な話であることがわかり、本計画は中止にしました（苦笑
素直に北見駅からバス利用とします。このバスがバスICカードに対応していれば助かります。
... 2005/12/04(Sun) 22:17 No.681

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：日高三股
いやいや！
ぜひ話のタネにやってくださいよ！
迷うところはありませんから。
飛行機の時間さえ気をつければ
思い出になりますよーーー
私も夜は歩いたことありませんが。
... 2005/12/04(Sun) 22:41 No.682

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：Taku@Kitami
西女満別→女満別空港は 曲がる場所が２カ所（駅から町道へ、町道から空港へ）なので迷うことはありませんが、登坂なんです。１８きっ
ぷある時とか、撮影後バスがないときなどは歩いています。
北見→女満別空港のバスは、北海道北見バス バスカード対応車両です。（＊都市間路線以外はすべて対応しています。ちなみに１枚
3,000円、初回割引なしです）
... 2005/12/05(Mon) 01:00 No.694

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：ひろみ＠関東人
Taku様
情報ありがとうございます。実は北見バスのICカードは既に入手済みでして（笑）。
グループ会社だからなのでしょうか、東急トランセで細々と導入されているICカードにデザインが似ています。
素直に北見19時頃発のバスに乗って空港に向かう事にします。
... 2005/12/05(Mon) 10:23 No.696

◇Re: オフ会前後の予定 投稿者：あお
当初、帯広と北見で宿泊予定でした○急インから東横インへ変更しました。
２名で泊まるのでできるだけ安く済ませるためにここにしました。普通にビジネスホテルで一人で泊まる値段で２名
泊まることができるのでお得ですよ。
... 2005/12/06(Tue) 12:14 No.704

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：きたろう
こんばんは。
僕のオフ会前後の予定は、
2月25日
芽室～池田～北見～札幌
2月26日
札幌～あいの里教育大～稲積公園～苫小牧～追分～夕張～新得～芽室
の予定です。
... 2005/12/07(Wed) 19:12 No.725

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：we
私は夜明け前に起きて滝川経由で普通列車に乗るか
普段どおりに起きてスーパーおおぞら３号に乗るか迷っているところです。
前後の天候や財布の中身で判断しようと思いますが･･･。
帰りはオホーツク１０号か夜行バスを考えています。
本当は実家に帰りたいとか観光をしたいという希望はあるけど、
時間もお金もない私には無理かなと･･･残念。
... 2005/12/08(Thu) 14:12 No.737

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：トマム

会社で転勤を命じられ生活リズムと休日が不安定になってしまいましたが、予定した計画です。
２月２４日
羽田～新千歳または旭川、とかち帯広。
帯広にて宿泊。
２月２５日
（羽田～とかち帯広、帯広駅からＳおおぞら３号池田駅オフ会参加 ※当日出発の場合）
帯広から池田１０時４０分到着。オフ会参加。
北見にて宿泊。
２月２６日
網走にて流氷見学。
網走のお気に入りの寿司屋にてカニの内子のお寿司を食う。
女満別～羽田。
あとは休暇がとれることを祈るだけです。
... 2005/12/09(Fri) 01:58 No.739

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：たけ
さやと一緒に帯広入りをしないで、私だけ先に帯広に入ることも可能です。
そうすれば帯広での時間も確保できますね。いいよね＞＞さや
... 2005/12/20(Tue) 14:01 No.871

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：ひろみ＠関東人
根室線と富良野線、どっちの列車を使って富良野に出ようか迷っておりますが、これは自分の問題なので。。。
富良野駅のとんとろ丼という駅弁を狙っている次第です。鬼峠さんのサイトで★★★★になっているので♪
... 2005/12/20(Tue) 14:08 No.873

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：たけ
富良野駅のとんとろ丼という駅弁・・・。これだ！私はトントロ大好きです。
＞根室線と富良野線、どっちの列車を使って富良野に出ようか
どっちでもつながっていますのでいけますね（当然か・・・）
私は根室線、さやは富良野線で富良野合流です。ネタですが、落合で落ち合いなんていうのもありですが
ネタも気温も寒そうなので・・・。
... 2005/12/20(Tue) 14:46 No.874

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：ひろみ＠関東人
落合で落ち合う・・・・列車本数の兼ね合いですな。久々に落ち合いで降りたい気分ですが、この列車の時間帯は既に日没でしょうし、ちょっ
と厳しいかもとマジレスしてみる（笑）。東京メトロの落合駅でならいつでも♪
滝川15時20分の新得行なら富良野で18分あるので、その間に駅弁購入は可能でしょうけど、その次の快速狩勝の時間は19時を過ぎてい
て、時間はありますが駅弁が打っているかは微妙ですな。
... 2005/12/20(Tue) 15:03 No.877

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：あお
自分は新得から合流します。新得の駅前温泉で温泉を楽しむ事にします。富良野のトントロ弁当食べたい～ので寄ってみます。
... 2005/12/20(Tue) 20:59 No.881

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：たけ
たけは根室線でさやは富良野線（旭川３時くらい）で富良野入りし、富良野で合流し帯広に向かいます。
... 2005/12/21(Wed) 01:07 No.887

◇Re: オフ会前後の予定 1 投稿者：あお
新得入りですが札幌からのトマサホスキーＥＸＰで入って温泉と蕎麦楽しむ事にします。
... 2005/12/21(Wed) 20:56 No.892

☆当日に向けて 投稿者：たけ

▲前 ▼次

みなさまお世話になっています。ダイヤが確定しましたので当日の流れについて今後ひとつずつ確認したいと思います。
ご意見をお願いします。以下は私からの提案です。
[出発前]

池田駅でやること

・受付
手際よく済ませるためにお釣の無いようにお願いします。
乗車券は先に私がまとめ買いをしなければならないので、立て替えます。（けっこうかかるよなぁ）
当日は入金と引き換えに、首から下げる名札と乗車券を配付します。仮に全体で自己紹介しても１回で覚えられないし、せっかく事前にやり取りをし
ているわけだから、ＨＮはお互いわかった方いいと思います。これはあらかじめ私がＨＮを印字しておきます。
・お弁当購入タイム
以前ご投稿がありました件です。１月末の段階で参加者の皆さんにご希望を伺い、個数を予約します。予約された方は各自でお弁当の購入をお願
いします。（この件についてもう少し詳しく調べないとダメですね。種類とか、値段とか・・・）
・ホームでの記念撮影
参加者全員で撮りたいと思います。
なお、この写真を含めて当日撮影したもので、人物の写っている写真はインターネットに載せる際にモザイクなどの加工をするようにしてください。個

別に確認を取って、該当者同士が納得して公開されるものは除きます。（私と相棒はＯＫですよ）
出発前に関してはこんなところでしょうか。
・スレッドがたくさん立つと大変なので、まずは出発前についてご意見下さい。出発後の車内の事や、各駅でのこと、その他のお願いはまた改めて提
案します。なお、今後のスレッドは
・車内設備をどう使う？
・オリジナルサボ＆ヘッドマークは？
・乗車証明証について
・各駅でのオススメポイント
・北見到着後にやること
・合意事項
などなどを考えています。これ以外の件で必要なものがありましたらご提案下さい。
... 2005/11/16(Wed) 19:32 No.361

◇Re: 当日に向けて 投稿者：ポニー１３９
人数も人数なので、たけさんが費用を前払いするのは大変でしょうから、郵便局などに専用の振込口座を開設するのは、いかがでしょう
か？
お弁当については、ちほく高原に関連したお弁当があれば、参加費に上乗せして、購入するのは、どうでしょうか？
当日までの確認として、車内で出たゴミの処理方法（分別収集するのか？ 北見到着後車内にまとめておけば良いのか？等）
あと、日没後、室内灯を減光して「星空列車」とする事は可能か？
ヘッドマーク用の枠は、ちほく高原鉄道で持っていると思いますよ。
... 2005/11/16(Wed) 21:35 No.365

◇Re: 当日に向けて 投稿者：ポニー１３９
１月頃になったら、参加する皆さんの池田へのアクセスと、北見からのアクセス・北見で宿泊するか？，北見で二次会に参加するのか？ な
ど、ハンドルネームと本名・連絡先を記載できる正式な参加申込書をＵＰしたら、どうでしょうか？
... 2005/11/16(Wed) 21:39 No.366

◇Re: 当日に向けて 投稿者：たけ
正式な申込書の件は１月に準備しますね。考えてみれば当日こちらから連絡しなければならないこともあるかもしれませんし。運賃は最大で
３１００×４３。確かに今は収入の無い状態で大変ですが、なんとでもなります。当日回収できないと大変ですが・・・。口座を開設したり振込み
をお願いし確認したりする手間を考えれば当日回収のほうがやりやすいです。
ポニー１３９様がご提案いただいた事項も、今後各スレッドの中で提案していきたいとおもいます。
... 2005/11/16(Wed) 21:48 No.367

◇Re: 当日に向けて 投稿者：Taku@Kitami
会計報告していただけるのであれば、団体名義の口座ではなく、たけさんの口座で良いと思います。（郵便局・新生銀行があるとうれしいで
す）
その方がお弁当や懇親会などの様々なオプショナル対応もスムーズにできます。
万が一キャンセルがあった場合は、手数料を差し引いて返金することを明記されていれば大丈夫ですね・。
... 2005/11/16(Wed) 23:08 No.370

◇Re: 当日に向けて 投稿者：たけ
うーむ。振込みの場合は上にも書きましたように、早い人遅い人もいますし、当日の照合もあるなどかえって手間がかかりそうですね。私と
しては立て替えて当日回収するのが一番楽です。キャンセルの返金の必要もないし。懇親会の参加不参加も変動するでしょうし。
お弁当は個数を予約しておいて、各自で引き換えにしようと思っています。（少しゆとりをもって池田に来てください）
懇親会の分は、事前に金額が決まるでしょうから受付で同時にあつめるか、少々細かい金額であれば車内でゆっくりあつめようと考えてい
ます。
会計報告はオフ会終了後に明記します。
受付そのものは、事前に細かいことまでここで打ち合わせができれて、当日「おつり」さえなければスムーズに行くと思います。皆様のご協
力をよろしくおねがいします。
... 2005/11/16(Wed) 23:31 No.373

◇Re: 当日に向けて 投稿者：あお
オフ会・懇親会の費用は当日受付時に回収で良いと思います。申込書はページから各自がダウンロードして印刷後記入したものを提出する
方法か当日その場で記入してもらう方法の両方で準備したほうがいいです。
記念撮影は自分の一眼レフと写真出力用プリンター(モバイルタイプ)がありますので２Ｌサイズでしたらその場で印刷して手渡しできるので撮
影してもらえる方にお願いしましょう。
... 2005/11/17(Thu) 02:05 No.376

◇Re: 当日に向けて 投稿者：k2
やはり参加費の回収が一番の悩みですね。
運賃と雑費（お弁当代など）を合計して、切りの良い金額にすれば、当日回収の手間もかなり省けるし、お釣りの心配も余り要らないと思いま
す。
参加者の名簿があれば便利ですが、個人情報なので、全員のＯＫが必要ですが。
... 2005/11/18(Fri) 03:04 No.388

◇Re: 当日に向けて 投稿者：分オイ
たけさんが書かれております、北見到着後なんですが、
懇親会の開始まで 北見駅で撮影等などは可能なんでしょうか？
記念撮影の件ですが、池田・北見両駅で撮れたらいいですねぇ～

... 2005/12/20(Tue) 22:04 No.884

◇Re: 当日に向けて 投稿者：たけ
北見駅での撮影は可能だと思いますよ。集合写真の件については具体的な案を近日中にだします。
念のため、オフのページの写真撮影のところをご覧下さい。
（肖像権の件などについて以前かいてありますので）
同じプロジェクトをつくってきたメンバーですが、このメンツでの写真は生涯一度きりの集合になりそうなので
きれいに上手に撮影したいです。
... 2005/12/20(Tue) 22:39 No.885

☆日没について 投稿者：たけ

▲前 ▼次

もうひとつ検討事項です。ゆっくり駅をめぐっていくと必ず日没を迎えます。置戸から先は真っ暗などというように日没を迎えることについてはいかが
でしょうか？せっかくなので風景を楽しみたい！という方もいらっしゃるでしょうし。撮影のために明るい時間を希望される方もいらっしゃるでしょうし。
みなさんのお考えをお聞かせ下さい。
... 2005/10/22(Sat) 00:30 No.40

◇Re: 日没について 投稿者：あお
これは難しい問題ですね。沿線の景色・風景もそうですし駅巡りも楽しみたい方は必ずいると思います。
皆さん、それぞれ考え方があると思いますからリクエストして頂いてもらった意見を元に停車駅、徐行場所を決めていく方が良いのではない
かと思います。
撮影についても同じだと思います。臨時ダイヤになった場合でも運転停車などでかなり余裕を持ったダイヤで運行してもらえると思いますか
らある程度まとまったところでちほくの本社へ相談するほうがいいです。
... 2005/10/22(Sat) 10:35 No.43

◇Re: 日没について 投稿者：分オイ
こんばんわ！池田から北見まで快速『銀河』に乗車するんでしたね！日没と書いてありましたけど、北海道は何時頃から空が暗くなるのでし
ょうか？また２月なので雪も降っていますよね～ 私個人の意見としましては、日没もいいです。
駅看板の事を書きましたけど、看板上のランプが灯った写真を撮影してみたいです。
... 2005/10/22(Sat) 23:56 No.58

◇Re: 日没について 投稿者：たけ
こんばんは。すみません、ご説明が不足していました。今回の企画は臨時貸切なのでどの列車に連結するかはまだわかりません。下の記事
で書き込みされているように（あとで上にくるかも）既存のダイヤとの兼ね合いで私が考えているほど簡単には走らせる事ができないようで
す。
日没は４時には暗くなりはじめ５時にはかなり暗いと思います。
... 2005/10/23(Sun) 00:09 No.60

◇Re: 日没について 投稿者：ひろみ＠関東人
過去スレを蒸し返して失礼します。
この地方の2月25日の日没時間は計算によると17:06になるそうです。
http://koyomi.vis.ne.jp/directjp.cgi?http://koyomi.vis.ne.jp/sub/sunrise.shtml
寒いでしょうが、青空が広がる爽やかな天候に恵まれる事を今から祈念しております。
... 2005/12/20(Tue) 15:00 No.876

◇Re: 日没について 投稿者：たけ
そうですね。天候がいちばん心配です。このスレッドはずいぶん奥深くから発掘されましたね（笑）一日の書き込み量がすごいので、どんどん
埋もれてしまいますが、過去にも貴重な情報がたくさんありますのでご注意下さい。
... 2005/12/20(Tue) 16:02 No.878

☆銀河線オフ会協力 投稿者：小さな鉄道博物館

▲前 ▼次

たけ様。銀河線オフ会参加メンバーの皆さんはじめまして。音更町在中の小さな鉄道博物館です。この掲示板を発見し楽しく拝見させていただきまし
た。現在、心に刻もう ふるさと銀河線の会特別会員として各種イベントに参加し、また鉄道雑誌に銀河線レポートや撮影地ガイドを紹介してきまし
た。書き込みの中で当日の展示会のことが書かれていましたが同じ鉄道ファンとして最大限協力させていただきますので連絡お願いします。参加人
員が決まりましたら、ささやかですが銀河線乗車プレゼントを用意したいと思います。
... 2005/12/15(Thu) 17:52 No.834

◇Re: 銀河線オフ会協力 投稿者：たけ
小さな鉄道博物館様。はじめまして、お書き込みありがとうございます。来年２月２５日の実施に向けてみんなでいろいろな意見を出し合っ
て、少しずつ計画を立てているところです。乗車イベントは定員になりましたが、いく先々でまたいろいろな方に出会う事ができるというのもま
た楽しみです。陸別駅では１時間ほどの停車があり、「心に刻もう ふるさと銀河線の会」の皆様との交流も予定しています。ご協力いただけ
ることを大変感謝しています。
なお、私のメールアドレスはトップページのメールフォームか、この掲示板のメールマークを押していただけると出てきます。ご連絡先を教えて
いただけるとこちらからもメールできますのでよろしければお願いします。
... 2005/12/15(Thu) 18:43 No.835

◇Re: 銀河線オフ会協力 投稿者：きたろう
こんばんは。夢空間の時はお世話になりました。
銀河線乗車プレゼントとても楽しみにしています。これからも色々とお世話になるかもしれませんがよろしくお願いします。いつか小さな鉄道
博物館にお邪魔するかもしれないのでその時はよろしくお願いします。

... 2005/12/15(Thu) 19:03 No.836

◇Re: 銀河線オフ会協力 投稿者：小さな鉄道博物館
早速のレスありがとうございます。パソコンを所有していないので会社から送りました。メールの方に携帯番号を入れましたのでこちらに連絡
をください。当日は仕事の関係もありますので流動的ですが、池田駅でプレゼントを積み込み、また当博物館にある掲示板で紹介している臨
時快速銀河ヘッドマークや各イベントで使用したサボを貸しますので、たけさんが管理してもらい記念撮影に使ってください。休みが取れれば
そのまま陸別まで走行写真を撮影し、陸別駅では方向幕や他銀河線部品展示を考えています。こちらに来られる機会がありましたら一度博
物館で事前打ち合わせがしたいですね。きたろうさんも遊びに来てください。
... 2005/12/16(Fri) 08:09 No.837

◇Re: 銀河線オフ会協力 投稿者：たけ
今度はレスが遅れてしまいもうしわけありませんでした。
「こちらに来られる機会がありましたら一度博物館で事前打ち合わせがしたいですね」
そうですね、お会いしたいです。ただ音更は山を越えていかなければならないので厳しいものがあります。
「また当博物館にある掲示板で紹介している臨時快速銀河ヘッドマークや各イベントで使用したサボを貸しますので、たけさんが管理してもら
い記念撮影に使ってください。」
これは大変光栄です。ただ、車両は満員状態ですがそれでも大丈夫なものでしょうか？？そこが気がかりです。貴重なものですし、預かり物
ですので大切に管理できる状況ならいいのですが・・・。私は遠方からのかたのお荷物でも相当車内は混雑するのではないかとちょっと心配
しています・・・。
「休みが取れればそのまま陸別まで走行写真を撮影し、陸別駅では方向幕や他銀河線部品展示を考えています。」
これが実現したら本当にもう大満足です。鉄道部品ファンの方もいらっしゃいますので喜ばれると思います。
いろいろと楽しいご提案を本当にありがとうございます。ひとつでも実現できたらうれしく思います。
... 2005/12/20(Tue) 12:40 No.868

◇Re: 銀河線オフ会協力 投稿者：小さな鉄道博物館
当日まで時間があるので色々とプランを考えてみます。部品貸し出しについては当博物館は問題ありませんので車内壁面を利用する方法も
あります。またこの一年間撮影をつずけた銀河線四季の写真も良ければ提供するので参加者に見ていただければ幸いです。プレスについて
は北海道新聞が銀河線については一番長く取材していて特に本別支局には何回も取材を受けていますので事前連絡をしてみてはいかがで
すか。
... 2005/12/20(Tue) 12:57 No.869

☆ヘッドマークの件について 投稿者：こうすけ

▲前 ▼次

ヘッドマークについて、皆様からご意見をお伺いしたいと思います。
・ヘッドマークの列車名について
例）ちほく、池北、銀河、etc...
・ヘッドマークの数について
車両後方にも取り付けますか？また、その場合は列車名を前後で異なるものにしますか？
・図柄について
基本的には前後とも画像添付可能な掲示板のほうに貼り付けた図柄を考えています。
http://nyantarou.dee.cc/joyful/img/1240.gif
http://nyantarou.dee.cc/joyful/img/1241.gif
http://nyantarou.dee.cc/joyful/img/1257.gif
ご要望があれば、他の図柄もデザイン可能です。「なまら北海道だべさ」を強調したヘッドマークもデザイン可能ですが、いかがいたしましょうか。
... 2005/12/14(Wed) 02:39 No.804

◇Re: ヘッドマークの件について 投稿者：こうすけ
とりあえずお遊び程度に「なまら北海道だべさ」専用ヘッドマークをデザインしてみました。
http://nyantarou.dee.cc/joyful/img/1381.gif
... 2005/12/14(Wed) 03:23 No.805

◇Re: ヘッドマークの件について 投稿者：たけ
ヘッドマークの作成をこうすけ様にお願いしました。材料購入などは帰省の際にご一緒可能ですよ。
＞「なまら北海道だべさ」を強調したヘッドマークもデザイン可能
この図柄なら、一番下は「貸切列車」ではなく「貸切オフ」の方がいいかな。「銀河線オフ」でもいいし。
オフという文字にかなり見慣れてきたと思う今日この頃です。ちほく線にこだわらない純粋なイベント用
ヘッドマークですね。
急行ちほくの存在やヘッドマークを知りませんが、もしそれがわかるのなら同じものにしてもいいと思います。
もし、不明であれば個人的には「ちほく」という文字をあえて入れなくてもいいかなと思うのですが。
ヘッドマークを作成して、それをつけて走るということは滅多にできることではありませんのでこうすけ様の最もやりたいデザインが１番良い
と思います。
今後、意見が割れたら前後につけてもいいかなぁ・・・。
（ヘッドマークって、前後につけるものか・・・枠はあるのかなぁ）
... 2005/12/14(Wed) 09:23 No.810

◇Re: ヘッドマークの件について 投稿者：鬼峠
こうすけさんヘッドマークの制作頑張ってください。
ところで列車名はつけないのでしょうか。この手の企画では「○○号」という名前をつけるのが通例のように思いますが。
それとプレスリリースのようなことは考えておかなくてよいでしょうか。
... 2005/12/14(Wed) 20:54 No.817

◇Re: ヘッドマークの件について 投稿者：ポニー１３９

こうすけ様、ご苦労さまです。
「なまら北海道だべさ」専用マーク、良いですねぇ。
前後で、違うマークを付けるのも可だと思いますよ。
たけ様
マークの枠は、片側にホロが付いているので、二つあるそうですよ。
... 2005/12/14(Wed) 23:39 No.824

◇Re: ヘッドマークの件について 投稿者：たけ
こうすけ様が北海道帰省の際に一緒に素材探しの旅に行きます。森林公園駅付近に集まれる方がいらっしゃいましたら２名くらいならご一緒
できると思います。日程はまだきめていませんが、２人で調整後報告します。昼食も一緒にと考えています。
＞鬼峠様
「○○号」ですか。「なまら北海道だべさ号」「銀河線オフ会号」というのが思いつきますが、たぶんみんなに聞いたらいろいろなものがでてき
て収集がつかなくなりそうなのでやめておこうかなー。ご意見がありましたら、新スレッドを立てます。
「プレスリリース」ですか。これもまたどうしましょう。そこまでなーんにも考えていなかったので・・・。なんていってもみんなでワイワイ乗ろうとい
う事だけを考えていましたので。雑誌や新聞等でも紹介してもらえるような「ツテ」や「方法」がありましたらご紹介いただけると嬉しいです。
また、参加者の方であれば肖像権さえ守っていただければこの企画を鉄道雑誌や旅雑誌等に投稿することは制限しません。その場合は記
事の載っているものを買いたいと思いますので掲示板で皆さんにもお知らせ下さい。
この企画が紹介される雑誌→地図と遊ぶ７２号「http://www.geocities.jp/chizuaso/index.html」
募集段階の記事がまもなく発行されます。（定員になっちゃったね）今回は時間も無かったのでB5一枚ですが、実施後の記事はたっぷり書き
たいと思っています。
... 2005/12/19(Mon) 10:08 No.855

◇Re: ヘッドマークの件について 投稿者：あお
プレスリリースですが、もしやるのであればまず地元の新聞社へ相談してみたらどうですか？
地元の話題ですから載せてもらえるとは思いますが・・・
... 2005/12/19(Mon) 11:48 No.856

☆連結企画 投稿者：のらりくら2号

▲前 ▼次

みなさま始めましてです。
岐阜県民ながらキハ54 500のサイトを公開させていただいております
「のらりくら２号」と申します。
早速ですが
昨年、同線にキハ54を使用しての企画がありましたがある事情により実現が出来ませんでした。
今回この臨時列車企画を知り、提案をさせていただきたいと思います。
私は今回もJR線からのキハ54を使用した団体臨時列車を引っ張って来たいと考えております。
池田より同サイト企画列車と北見まで「後結」させていただきたいのです。
連結時には、ホロもつなぎ、行き来（交流）出来るようにし合同オフとする。
さらに某企業社長も呼べるかもしれませんのでそのお話も聞けるようにする。
まだ私の発案時点で、JRさんちほくさんへの企画申し込みはしておりません。
皆様の意見を募りたいと思いますのでよろしくお願いします。
... 2005/12/20(Tue) 00:12 No.861

☆運休 投稿者：たけ

▲前 ▼次

今日は雪の影響で各地で運休が出ています。スーパーおおぞらも新得-トマムで強風のため運休。
こんなことだけは無いように願いたいです。
... 2005/12/18(Sun) 13:18 No.846

◇Re: 運休 投稿者：あお
でも、今のところは上下１本ずつのＳおおぞらが運休で後は通常ダイヤですよ。他は釧路～厚岸間が除雪のため普通列車１本運休です。(Ｊ
Ｒ北海道列車運行情報より)
... 2005/12/18(Sun) 14:51 No.847

◇Re: 運休 投稿者：k2
北海道の鉄道は雪には強いので、きっと大丈夫ですよ。
この寒波で雪国のダイヤは大混乱ですね。
... 2005/12/18(Sun) 22:40 No.848

◇Re: 運休 投稿者：hiro
しかーし、当日朝一番の飛行機で北海道入り、翌日飛行機で内地へすぐ戻る と、泣く泣く計画している自分としては、２／２５本番で大雪の
ため飛行機飛べませんというのが最悪のシナリオですね。こんな日でも銀河線は動いていたの？？
... 2005/12/19(Mon) 00:33 No.851

☆北見懇親会について 投稿者：Taku@Kitami
焼肉での懇親会ご希望とのことですが、１店（味覚園銀座本館）に行ってきましたので、簡単にレポートしておきました。（HPボタン押してください）

▲前 ▼次

駅・東急イン・東横インから徒歩５分、スーパーホテルから徒歩１分、徒歩２分のところには 銭湯と 男性のみのサウナ・温泉がありますので、ドリ
ーミント・夜行オホーツクでも大丈夫です
。
... 2005/11/20(Sun) 12:13 No.434

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：あお
値段も申し分ないですし時間も程々なので良いと思います。
... 2005/11/20(Sun) 13:02 No.435

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
おお！非常にいいですね。ありがとうございます。
やっぱり心強いです！
... 2005/11/20(Sun) 13:31 No.437

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
先ほどTaku@Kitamiに懇親会の企画の中心になっていただけるようにお願いしご快諾を頂きました。ありがとうございます。そして、よろしく
おねがいします。
今後、細かい企画や打ち合わせ事項が出てくると思いますが、皆さんで積極的に盛り上げていただけるとうれしく思います。（正式な参加の
可否は２月上旬に伺いますので、「今の時点では行けそう！」という方はご遠慮なくご発言下さい。
... 2005/11/20(Sun) 15:08 No.438

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：あお
２名お願いします。
... 2005/11/20(Sun) 15:39 No.439

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
私達はスーパーＨを予定していますので駅周辺だとうれしいです。みなさまのご都合を考えても駅周辺がいいとおもいます。
... 2005/11/20(Sun) 16:12 No.440

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：本物のＪＲ運転士
懇親会、参加させて頂きます。
ビビンバや冷麺なども食べ放題というのが有難いですね。９０分、頑張ります。（爆）
... 2005/11/20(Sun) 17:24 No.443

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：Kazuo
これは、参加するメリットがありますね。<<冷麺、ビビンバ食べ放題
私の住んでいる周辺では、あまり聞いたことがありません。
と、いうことで私も参加いたしますのでよろしくお願いします。
... 2005/11/20(Sun) 17:36 No.444

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：分オイ
懇親会、もちろん参加します。冷麺とビビンバが食べ放題と言うのがいいですね！寒いですけど、冷麺好きな私にはうれしい話しです（爆）
... 2005/11/20(Sun) 18:25 No.445

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：Taku@Kitami
まず８名様ということで・・・
冷麺とかのプランは20名様限定との話もありますが、明日一度交渉しに行ってきます。
ご参加される方募集中です。
... 2005/11/21(Mon) 00:25 No.452

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：こうすけ
こんばんは。
懇親会、参加いたします。食べ飲み放題は魅力的ですが、先日大学近くの某焼肉店で90分間食べ飲み放題を試してみたところ、思うように
飲みが進みませんでした…（飲めないと言うわけではありませんが…）。
と言うわけで、私としては食べ放題コースにしたいと思います。飲みは別注文(2杯程度)にします。
... 2005/11/21(Mon) 00:41 No.456

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
放題・・・というと限界にチャレンジしたくなりますが、腹９分目くらいまで楽しめればいいのかな。飲み放題の関係はあまり飲めない人もいま
すし、現在未成年の方が１名参加される予定だと思います。そのあたりも踏まえてご提案いただけると助かります。ただ、団体ですので飲む
方もたくさん？いらっしゃるようであれば「いくらです！」というようにサービスをまとめていただければと思います。
... 2005/11/21(Mon) 01:00 No.457

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：Taku@Kitami
すいません 杓子定規なお店なので、団体で 自分だけ飲み放題いりませんということができません。発泡酒がピッチャーで出てくる＆分けら
れないことが理由です。（こうすけさま）
未成年の方については、対応します
... 2005/11/21(Mon) 01:14 No.458

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：Taku@Kitami
ちなみにウエスタンでも同様ですので、未成年の方以外 飲み放題づ不要というお話はご遠慮ください。（あと会計がわからなくなってしまい
ます）

ちなみにビール２杯飲むと９００円程度ですので、飲み放題の値段とそれほど変わらないのです。

... 2005/11/21(Mon) 01:20 No.459

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
未成年の方のみ対応ができれば問題ないと思います。そこが心配でした。こういう状況ですので皆様もご協力下さい。会計が細かくなると交
流以外に気を使うことも増えてしまいますし・・・。
ということで、あまり飲まれない方は「食」で頑張りましょう！
... 2005/11/21(Mon) 01:51 No.460

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：こうすけ
Taku@Kitami様、食べ飲み放題の件、了解いたしました。値段も私にとってはそこそこ値が張るので、飲みのほうにも努めたいと思います。
では、私も食べ飲み放題でお願い致します。
... 2005/11/21(Mon) 02:21 No.461

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：日高三股
Taku@Kitamiさん！はじめまして。
懇親会は私１人が参加いたします！
防寒対策しないと大変ですよね・・・
あとは足元対策も必須ですね。
... 2005/11/21(Mon) 11:48 No.462

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：としあき
こんにちは。としあきです。
わたしはお酒は一滴も飲めないため、飲み放題に関しては辛いです。できれば、そういう方にも考慮してほしいです・・・
こういうときって損ばっかり・・・ 未成年者の方はいいなぁ
... 2005/11/21(Mon) 13:22 No.463

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
としあきさんへ
確かに損をした感はあるかもしれませんが、個別に注文して収拾がつかなくなるよりはずっといいと思います。
まぁ、今回の懇親会に限らず、こういうものでは定額を会費としてお支払いすることも普通にあるとこですし、職場の飲み会で割り勘にする
時も飲んだ量で割り勘にすることは少ないと思います。ガストやドンキーのように各自が注文したものが明らかな場合や、ごく少人数で行った
場合は別ですが、今回は大規模な集会になっています。懇親会は全体の費用を割り勘にしたというようなお考えでご理解いただけないでしょ
うか。その上で、中学生の方は法的にも飲酒はできないわけですし、お店の方にもご理解いただけます。やっぱり我々大人はいくら「飲まない
んです」と言ってもずっとお店の人に見てもらっているわけにもいかないわけですし・・・。ということです。
私もほとんど飲まないのですが、この貴重な機会にその場所で交流を深めることができればうれしく思います。
... 2005/11/21(Mon) 16:57 No.464

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：Taku@Kitami
１９：３０～で、席だけ予約してきました。飲み放題の件につきましては、20～30名様で 自己申告制をとると収拾がつきませんし、高くなって
しまいます。大変申し訳ありませんが、ご了承くださいませ・・・
お詫びがあります。写真中の満足コースは８名までになるそうで、ビビンバは食べ放題に含まれません・・・冷麺はもともとはいっていませ
ん・・・ごめんなさい。
写真下にあるメニューが食べ放題の基本形になります。ボーリングなしのプランですと、これに海鮮焼き（冷凍のものですが）がつきます。
大人 ３，１５０円、 未成年の方 ２，１００円となります。なので２０歳未満ですといって店員の方に通るジュースのみ飲まれる方は、未成年
コースでお申し込みいただきたいと思っております。
高校・大学生については、学割コース作ってもいいのかとも思うのですが・・・ 皆様いかがでしょうか？

... 2005/11/21(Mon) 19:22 No.469

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：こうすけ
学割コースがあると私としても大変助かりますね。
懇親会は参加予定ではありますが、正直食べ飲み放題で3150円の出費は、私としてはかなり厳しいです。
学割は2500円前後で収まると助かります。
... 2005/11/21(Mon) 19:30 No.470

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：はんな
北見へ行って焼肉を食わずに帰れるものかーーーっ
と言う事で参加します。
私もお酒は全くダメです。「食」で程ほどにがんばります。
しかし食べ始めると喋らなくなるので（普段も喋らないんですけど・・・）
懇親が滞るかもしれません。本末転倒？の予感。
... 2005/11/21(Mon) 19:31 No.471

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
予約の件ありがとうございます。

学割の件は「あったらうれしい！」という参加者の方もいらっしゃると思います。お店に学生証を提示したら払うお金が安くなるというようなも
のがあるのなら、それはあったほうがいいと思います。
もし、団体の中で調整するのであれば、高校生以下の方は未成年コースで安くなっていますし、大人の方は統一して大人コースで良いので
はないでしょうか。オリジナルの設定を作ると金額の計算が面倒になりそうですし、他の方の負担増になるのであればなくてもいいと思いま
す。
... 2005/11/21(Mon) 19:46 No.473

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：Taku@Kitami
お店での学生割引はありません（学生の方が飲食量は間違いなく多い・・・）ので、参加される社会人のみなさまにご支援いただく形になりま
す。
私も学生だった頃のオフ会などでは、そのような気遣いを受けてきたことも多くありました。
また今回「お酒飲めないから」安くしてほしいという声が多いため、このような対応ができないかとの提案をさせていただいた次第です。
主宰のたけさまからは、煩雑になるのでしなくてもよいのではというご意見もでていますが、みなさまいかがでしょうか？
（社会人の方 3,500円くらいで、その分プールして学生の方にお返ししようかと思いますが）あ、たけさんも大学生ですね。

... 2005/11/21(Mon) 19:57 No.475

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：k2
北見の焼肉、楽しみです。
懇親会の件、学生援助システムに賛成です。
自分も学生の頃、先輩方に大いに助けてもらいました。
これは皆さんの賛同があればですけどね。
... 2005/11/21(Mon) 20:11 No.476

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：あお
援助の件、自分も賛成です。
自分も先輩にだいぶ助けてもらった経緯があるので分かります。
... 2005/11/21(Mon) 20:43 No.480

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
私は大学「院」生ですし、道内在住なので大丈夫ですよ。みなさんのお心遣いに本当に感謝するとともに大変うれしく思います。費用計算が
煩雑にならないのであれば、そして賛成の方が多ければいいと思います。ご投稿記事を拝見する限り、費用計算は大丈夫そうですね。ただ、
人数が固まらないと先に参加費を提示するのは難しいのではないでしょうか。そのあたりがちょっと心配です。私自身も、多くの方に参加して
いただきたいと思っていますし。学生割引には賛成ですが・・・。
場所と時間の件は了解いたしました、明日にでもオフ会のページにアップさせていただきます。
参加費に関しましては、最終的なご決断はTaku@Kitami様にお願いします。（○○○○円くらいということで幅をもたされても結構です）その
プランで進めていきたいと思います。宜しくお願いします。
... 2005/11/21(Mon) 22:31 No.481

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：マリオ
焼肉楽しみですね。自分もお酒は全然だめなんです。

... 2005/11/22(Tue) 20:46 No.490

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：複電圧車
態度表明をしておきます。今の予定では北見まで乗車は出来ないと思います。で「不参加」としておいて下さい。お手配方よろしく！！もし急
に「参加」なった場合にはお許し下さい。
... 2005/11/22(Tue) 22:03 No.491

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：塚本雅浩
幹事さんが面倒でなくて、うまく計算できるのであれば学割設定しても良いと思います。
ただ、きちんと参加者が確定しないことには難しいかも知れませんが…。
... 2005/11/22(Tue) 23:02 No.493

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：Taku@Kitami
参加・不参加表明ありがとうございます。
意外とお酒飲まれない方が多く、驚いております。
学割については、社会人の方 3,500円で設定し、確定後 学生の方の金額を決めたいと考えています。
今のところ 15名様となりました・・・
本当の北見のディープな焼肉 ご希望でしたら、ご案内も可能です。あくまでも食べ放題のお店ですので、これが北見の焼肉なのかとがっ
かりされないでくださいね。
... 2005/11/22(Tue) 23:13 No.497

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
Taku@Kitami様のホームページアドレスが間違っているようです。次回からご訂正下さい。
... 2005/11/22(Tue) 23:48 No.498

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：Taku@Kitami
掲示板書き込み画面が若干リニューアルしましたね。
リンクの件了解です。リンク先http://から記述しないとエラーになっているようです。
... 2005/11/23(Wed) 10:06 No.505

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：たけ
ちょっと枠を大きくしました。アドレスをhttp://から入力しなければならないのは最初からだと思います。
そのような機能がなかったので。クッキー情報で保存されているものがあったのでしょうか・・・。
... 2005/11/23(Wed) 12:11 No.507

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：we
一名追加です！
... 2005/11/23(Wed) 23:27 No.527

◇Re: 北見懇親会について 投稿者：分オイ
オフ会も後２～３ヶ月と迫って来ましたけど、
今の時点で、１６名の方が参加されるみたいですね！
列車内でもそうですが、このお店の方でも盛り上がりたいですねぇ～
懇親会が終了した時点で、皆さんとお別れになってしまうでしょうから
最高の懇親会にしたいですね！

... 2005/12/18(Sun) 23:02 No.850

☆停止位置 投稿者：たけ

▲前 ▼次

http://nyantarou.dee.cc/diary/2005/051213.html
hiro様より陸別・置戸駅のホームの写真を頂きました。ご参考になさってください。
... 2005/12/16(Fri) 23:24 No.842

☆再び定員 投稿者：たけ

▲前 ▼次

先日１名のキャンセルがありましたが、３１１レ様が加わりますので再び定員です。
北海道の方です。よろしくおねがいします。
... 2005/12/16(Fri) 14:39 No.839

◇Re: 再び定員 投稿者：３１１レ
みなさま初めまして、札幌の３１１レと申します。
定員滑り込みセーフで参加できることになりました。
ヒマな人間ですので、何か雑用でもあれば言ってください。
以前、「臨時急行池北」という列車でサボのデザインとかやっていました。
どうぞ、よろしくお願いいたします！
... 2005/12/16(Fri) 15:20 No.840

☆切符について 投稿者：マリオ

▲前 ▼次

こんばんは。銀河線のオフ会面白そうですね。自分も参加はしたいのですが、札幌からなので列車料金も跳ね上がりそうです。お得なきっぷ等の情
報を教えて下さい。ちなみに、2/27でしたらスーパー前売りきっぷ使えたのですが・・・。
... 2005/11/10(Thu) 21:54 No.323

◇Re: 切符について 投稿者：たけ
マリオ様
こんばんは。そうですね、スーパー前売りは私ものどから手が出るほど（って、出たらすごいですが）欲しいものです。ただ、翌日が休みの土
曜日が一番参加しやすいかなと思い、２５日土曜日に設定しました。私は、札幌-北見の夜行往復切符。
札幌市内⇔北見 9,580円で行こうかなと検討中です。銀河線の片道運賃は別途必要ですが・・・宿泊することも考えればもっといい方法があ
るのかなぁ・・・。
結局、札幌→帯広→北見→帯広と戻るか、そのまま石北本線で帰るのか、またはその逆かとなると、１００００円を切ることは不可能かもし
れないですね。疲れてて楽しめないというのももったいないので、ちょっとだけお金がかかることは仕方が無いかも知れません。（近畿・関東・
九州から来られる皆さんごめんなさい・・・。もっと大変なんですよね。本当に遠いところをありがとうございます。）
... 2005/11/10(Thu) 22:40 No.324

◇Re: 切符について 投稿者：こうすけ
2006年は例年通りであれば、2月24日(金)から北海道＆東日本パスが利用できます。普通・快速列車などが連続する5日間乗り放題で1万円
です。私はこれを使って札幌から滝川経由で帯広に向かい、帯広から特急スーパーおおぞらに乗り継いで(運賃・特急券別払い)池田に向か
います。翌日は北見から特別快速に乗車すれば、旭川、岩見沢で乗り換えて、札幌には16時18分に到着できます。
翌日以降は道東の流氷観光や温泉めぐりなども楽しみたいですね。3月1日までは青春18きっぷの利用は出来ないので…。ちなみに学割利
用だと札幌→池田(石勝線経由)が3960円、北見→札幌が4610円、計8570円です。
... 2005/11/10(Thu) 23:26 No.325

◇Re: 切符について 投稿者：こうすけ
追記です。
・普通乗車券を利用した場合
札幌→滝川→池田が4930円、特急券(帯広～池田)が300円、北見→札幌が5770円。合計11000円です。
札幌→池田(石勝線経由、特急自由席)が6930円、北見→札幌(特急自由席)が8290円。合計15220円です。
行程次第では、真面目に普通運賃を払ったほうが安いかもしれません。

... 2005/11/10(Thu) 23:38 No.326

◇Re: 切符について 投稿者：Taku@Kitami
札幌からの計算ですが・・・
池田までの指定席回数券（６枚つづり） 37,680円です。なので１枚 6,280円になります。
北見からは指定席回数券（６枚つづり） 40,800円です。なので１枚 6,800円になります。
北見からの回数券は定価でのばら売りを公然としているところがあり、高速バスで5,210円という方法もあります・・・。
オプションで札幌からの参加者をつのることでしょうか。

... 2005/11/12(Sat) 00:46 No.331

◇Re: 切符について 投稿者：はんな
折角の情報が埋まるので上げます。
>池田までの指定席回数券（６枚つづり） 37,680円です。なので１枚 6,280円になります。
>北見からは指定席回数券（６枚つづり） 40,800円です。なので１枚 6,800円になります。
合計13,080円
お得ですね。
帰りをオホーツク10号にしたら宿代も浮かせられますね。
札幌（その近郊）から参加の方、6人はいるんじゃないですか？
... 2005/11/25(Fri) 21:43 No.540

◇Re: 切符について 投稿者：Taku@Kitami
夜行のオホーツク10号にRきっぷばら売りで乗られるのでしたら、夜行バス ドリーミントオホーツク号のご利用をおすすめします。男性の場
合は１人掛シート確約ですし、片道 5,190円 学割 4,700円です。それに北見出発直後に消灯ですので、お休みいただけます。
あともうひとつのきっぷ 道外からのみなさまへご案内です。ＡＮＡ超割・ＪＡＬバーゲンフェアの優先予約日程が決まりました。
ＡＮＡ超割 11月30日(水)11:00～12月8日(木) ＪＡＬバーゲンフェア 12月1日（木）(11:00) ～12月8日（木）(17:00)
また私ＡＮＡに関しましては、ご利用の多いお客様にしていただいているため、１日早く申し込み可能です。もしご希望の方がいらっしゃいま
したら、代金決済などの都合がありますので、私までメールいただけませんでしょうか？
座席を確保できるよう、最大限の努力をさせていただきたいと思います。
... 2005/11/25(Fri) 22:43 No.541

◇Re: 切符について 投稿者：hiro
Taku@Kitami 様よろしくお願いします。これが取れないと先に進めませんので。
... 2005/11/26(Sat) 14:14 No.546

◇Re: 切符について 投稿者：たけ
そろそろですね。超割・・・。このチケット次第で参加の可否が決まるという方もメールで拝見しています。
頑張ってください！！
... 2005/11/27(Sun) 00:54 No.555

◇Re: 切符について 投稿者：Taku@Kitami
11/30のＡＮＡ超割 優先予約ですが、次のフライトチャレンジする予定です。
・2/24 福岡→札幌、2/26 札幌→福岡
・2/25 東京→札幌 ＊始発便 北遊きっぷ＋乗越で池田まで 3,770円
・2/26 女満別→東京 ★ＡＩＲＤＯの就航およびＡＮＡとの共同運行については政府認可申請中のため、対象になるかまだ発表されていませ
ん。
ご希望ありましたら、11/28中にメールにてお知らせください。
... 2005/11/27(Sun) 23:31 No.583

◇Re: 切符について 投稿者：たけ
重要事項＆期日が迫っている関係で、参加予定者全員にメールもしました。
... 2005/11/28(Mon) 00:05 No.584

◇Re: 切符について 投稿者：Taku@Kitami
１日早く 超割優先予約画面をチェックしましたが、すでに２／２６ 女満別→関西・中部は満席になっています。
ご依頼頂きました分は、若干時間の変更がありますが、無事確保できました。
... 2005/11/29(Tue) 21:44 No.601

◇Re: 切符について 投稿者：ひろみ
星組は使わないひろみでございます（笑）。
JAL組利用でかつ、JGC会員の私の勝負日は明日16時。
JALで先行予約の権利を持っている皆様、頑張りましょう！
私はオフ会の前日に旭川に入り、日曜日の夜の女満別発で帰宅する予定です。
... 2005/11/29(Tue) 21:59 No.602

◇Re: 切符について 投稿者：としあき
帰りの超割のきっぷが取れたようなので（正式回答はまだですが・・・）よかったです。
みなさんどうでしょうか？行きの超割は明日 １２月１日予約開始なので、またあしたがんばらないと・・・
帰りの女満別→関空はもちろん、千歳→伊丹も取れなかったので 千歳→関空便になってしまいましたが・・・関空から帰るのに交通費がか
なりかかってそれが痛いです・・・
... 2005/11/30(Wed) 11:51 No.615

◇Re: 切符について 投稿者：たけ
明日ですか。明日!勝負ですね。
... 2005/11/30(Wed) 12:58 No.616

◇Re: 切符について 投稿者：トマム
ＪＡＬ組の先行予約開始はそろそろですね。
私もグローバルの資格があるので、当日の「とかち帯広着」と翌日の「女満別発」狙いで行きたいと思います。
超割はあまり使ったことがないのでよくわかりませんが、バーゲンフェアの場合は予約が取れなくても電話でキャンセル待ちの旨をオペレータ
ーに伝えておくとキャンセルが出たと電話がかかってくることがけっこうありますよ。
スーパーフライヤーズ会員やグローバル会員、もしかしたら二刀流会員とか・・・結構いそうですね。
... 2005/11/30(Wed) 15:28 No.618

◇Re: 切符について 投稿者：ひろみ＠関東人
お疲れ様でございます。JGCのひろみでございます。
資格達成は全て自腹でございます（苦笑）。全て国内線での達成でございます（苦笑）。
もちろん年間20回のプロ野球遠征と6回の鉄遠征で1999年に達成いたしました。
星組は横浜フリューゲルスの一件から余程の事が無い限り利用していません。
16時過ぎにネットと格闘しながら2月24日のHND-AKJ朝一番と、26日のMMB-HND最終便をいずれもクラスＪで仮予約してあります。
一応仮予約ですが、今までこれで買えなかったことは無いので大丈夫だとは思いますが、まずは一安心です。
ちなみにホテルも既に予約済みです。オフ会当日は富良野線と根室本線を乗り継いで池田へ向かう予定にしています。
... 2005/11/30(Wed) 17:08 No.620

◇ANA特割 投稿者：ポニー１３９
ＡＩＤとの共通運用である羽田ー女満別線は、システム障害により、アクセス出来ないそうです。
設定はあるので、予約センターに電話すれば、先行予約が可能だそうです。
（ただし、２％割引は適用されないそうです）
... 2005/11/30(Wed) 17:19 No.621

◇Re: 切符について 投稿者：Taku@Kitami
やはり SFCやJGCお持ちの方いらっしゃったのですね。私は 国内＆アシアナ修行でSFC本人会員になりました。（親の家族会員でその前
からSFCではあったのですが）
ANAの場合は、通常の窓口に超割キャンセル待ちを依頼しても「できません」とはじかれますが、SFC窓口では「お預かりいたします」となり
ます。
ポニー１３９さん 羽田＝女満別の件 了解です。あのダイヤも共同運航についても正式発表になっていないのですが・・・初日のフライト
優先予約電話しなくちゃ。
... 2005/11/30(Wed) 23:41 No.625

◇Re: 切符について 投稿者：としあき
行きの超割も無事にとれました。なんと夜中の３時３０分ごろから予約開始だったようです・・・
残席２のところ無事とれました。 これで北海道に行けます。
ちなみに、どこ出発かというと、神戸空港発の便です。
... 2005/12/01(Thu) 03:42 No.634

◇Re: 切符について 投稿者：ひろみ＠関東人
JALバーゲンフェアで無事にチケットを購入できました。ホテルも確保してあるので、万事安心です。後は天候。。。
... 2005/12/16(Fri) 11:46 No.838

☆星空運行 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

関連記事の星空運行のご案内、拝見致しました。
これって、運転士さんと良く協議してね。と言う意味ですよねぇ。
出発前に運転士さんと協議して、減光可能な区間をお聞きして、実施したいですねぇ。
当日、星空が見える天気だと良いですねぇ。
... 2005/12/15(Thu) 00:49 No.830

◇Re: 星空運行 投稿者：たけ
ポニー１３９様。そうですね、事前の打ち合わせが大事ですね。
残念ながら星が見えなかったとしても、雪明りの中を走るということを考えれば、消灯作戦はおもしろいかもしれません。当日、受付等で私は
忙しい可能性がありますので、事前の協議にご協力いただけると助かります。
... 2005/12/15(Thu) 02:17 No.832

☆車内放送企画編 投稿者：たけ
車内放送企画の中心担当をＫａｚｕｏ様とひろみ様にお願いしています。私もぜひ！という方はメール下さい。
具体的には、「案を練って」当日の放送イベントの「進行」をお願いしたいと考えています。
＞わたしは、あらかじめ車掌体験希望者の方を募って、車掌体験区間をあらかじめお知らせしておいて、
＞その区間の放送は（基本的に）車掌体験者にお任せするというのがいいと
こういうことになると思いますが、細かいことを今後調整していきます。
先ずは、当日「車両体験」をやりたいという方はレスしてください。そこから始めます。

▲前 ▼次

... 2005/12/14(Wed) 09:11 No.808

◇Re: 車内放送企画編 投稿者：あお
車掌体験希望します。社会人成り立ての頃某関東大手私鉄に在籍していたときに実際に車掌体験(回送電車ですが)をしたことがあるので実
際のお客様の前でやってみたいです。区間はどこでも構わないので宜しくお願い致します。
... 2005/12/14(Wed) 18:46 No.814

☆よねくらのバナナ饅頭 投稿者：としあき

▲前 ▼次

お弁当でのおまけが期待できないので、バナナ饅頭のグループ購入を提案します。
みなさんで８本とかのバナナ饅頭を購入して分け合うという感じです。
８本で５２５円なので、単純に割ると６６円になります。
皆さんいかがでしょうか？バナナ饅頭をグループ購入してみませんか？
... 2005/12/09(Fri) 15:52 No.746

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：k2
グループ購入、是非宜しくお願いします。
... 2005/12/09(Fri) 22:38 No.757

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：はんな
バナナ饅頭も食べた事ないのでグループ購入に参加します。
陸別で一時間雪の中に入れといたら凍るかな？
凍らせたバナナで釘を打ちたーい。（半分嘘）
... 2005/12/09(Fri) 23:17 No.760

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：きたろう
雪の中では凍りませんね。0度なので。普通に置いたほうが良く凍りますよ（爆
... 2005/12/10(Sat) 18:49 No.763

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：たけ
きたろう君へ
>>雪の中では凍りませんね。0度なので。
水（液体）と氷（固体）が混ざり合っている状態では０℃ですが、全てが氷の状態になると再び温度は下がり始めます。外気と同じまでは行か
なくても０℃よりは低いと思いますよ。今時期の雪がすぐに溶けてしまうのと、同じ量でも春先の雪がしぶといという違うのは氷そのものの温
度にあります。（中１・状態変化）
バナナで釘を打つ実演。私も興味があります。濡れタオルを振り回したら間違いなく凍るとおもいますが・・・。
そんなわけで、わたしとさやもバナナグループにはいりますのでヨロシク☆
... 2005/12/10(Sat) 22:19 No.764

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：分オイ
私もバナナ饅頭の
グループ購入をお願いいたします。
お菓子・デザート研究会の会長としては
是非食べたい所です（笑）
... 2005/12/10(Sat) 22:56 No.765

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：さや
以前池田駅のキヨスクでチラシを見かけたのですが、相方と２人で８本は無理かと想い、指をくわえてみていました。わぁい。ばななんばなな
んバ・ナ・ナ♪
... 2005/12/11(Sun) 23:27 No.773

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：あお
バナナ饅頭は食べたことがないので是非食べてみたいです。グループ購入に自分も参加させて頂きます。
... 2005/12/12(Mon) 00:42 No.776

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：たけ
ひとりで全部いけるんじゃないの？＞＞さや
よねくらのバナナ饅頭を共同購入するというのもまた楽しいものですね。
... 2005/12/12(Mon) 01:54 No.777

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：きたろう
状態変化ですか。これから習うところです。なるほど0度以下にもなるんですか。前非常時は雪の中にいたほうがいいって聞いたことがあるん
で。（たぶんウソだと思いますが。
... 2005/12/12(Mon) 16:37 No.785

◇Re: よねくらのバナナ饅頭 投稿者：はんな
－10℃ぐらいなら寒風吹っ晒しの方が凍る？
確かにかまくらの中は暖かかった気もするなー。
ここはひとつ、たけ先生の実地授業に期待しましょうか。
陸別で遊びたい事いっぱい出てきましたね。
ペットボトル（炭酸？）・バナナ饅頭・タオル振り回し凍らせ大会
雪だるま、雪合戦、かまくら、ミニスキー・・・
ここら辺↑は私の子供時代の雪遊びでした。

バナナ饅頭のスレでしたね。すいません。(-_-;)
... 2005/12/12(Mon) 21:50 No.790

◇Re: バナナ饅頭 投稿者：分オイ
８本、ミルクつきだそうですね！
バナナ饅頭は（笑） よねくらさんはレストラン部門もあるそうですが、
個人的には このレストランで「サーロインステーキコース」５、２５０円が
食べてみたいですねぇ～
陸別では 雪だるまを作ります。
... 2005/12/12(Mon) 23:02 No.793

☆ちほく高原鉄道回答 投稿者：たけ

▲前 ▼次

http://nyantarou.dee.cc/diary/2005/051209.html
問い合わせした内容の半分くらいの回答が得られました。ひょっとしたらもっとあったのかもしれませんが、ＦＡＸがおかしくなっていたので、月曜日に
確認の電話を入れます。
... 2005/12/09(Fri) 21:39 No.751

◇Re: ちほく高原鉄道回答 投稿者：たけ
あと、募集４２名定員になりましたので、メールフォームは撤去しました。
今後、万一ご都合が悪くなってしまった場合はご連絡下さい。
... 2005/12/09(Fri) 21:41 No.752

◇祝・満員御礼 投稿者：本物のＪＲ運転士
おめでとうございます。ついに、この日が来ましたね。
いつも、『今日こそは、今日こそは。』と楽しみにして【４２番目のオフ会メンバー】がお越しになられる事をネットからではありますが楽しみにし
ておりました。これだけ多くの方々とお会いできるのも何かの縁ですね。
さて、さっそく【サボに関する回答】を私は興味深く拝見させて頂きました。（担当者でありますので・・・。）
残りの３つのデザインは、当日のお楽しみとさせて下さい。（１つはサボのスレにて紹介させて頂いております。）
... 2005/12/09(Fri) 21:53 No.753

◇おめでとうございます。 投稿者：分オイ
ついに、定員に達したんですね！
おめでとうございます。 参加される方の大半が北海道の方ですね！
２１名の方がそうです。今回のオフ会の中で一番遠い九州（福岡県）から
参加する私にとっては楽しみです。
悔いのない楽しいオフ会にしたいですね
... 2005/12/09(Fri) 22:31 No.754

◇Re: ちほく高原鉄道回答 投稿者：たけ
本当に、25名集まるかとおもってどきどきしていましたが・・・。企画してよかったです。
２１名が道内なら２１名が道外。これもまたすごいことだと思います。
... 2005/12/09(Fri) 22:37 No.756

◇Re: ちほく高原鉄道回答 投稿者：たけ
hiro様ご提供の陸別駅の写真を貼りました。上記通信をご確認下さい。
... 2005/12/11(Sun) 00:44 No.768

◇Re: ちほく高原鉄道回答 投稿者：ポニー１３９
陸別では、北見行701Dが先発してしまいますので、臨時列車の留置位置を、北見方にはみ出して置いてもらえけば、陸橋からやホーム上か
ら可能になるのでしょうが-------。
マークの穴開けは、ちほく鉄道でやってくれると言うのは、助かりますねぇ。
しかし、早めの納期ですか。
... 2005/12/11(Sun) 01:28 No.769

☆プレオフ企画 投稿者：たけ

▲前 ▼次

十勝ワイン試飲セミナー＆ガイドツアー
主 催：Ｔａｋｕ＠Ｋｉｔａｍｉ様
集 合：池田駅待合室 １０：４０（池田着１０：４０の帯広からの普通列車で来る仲間を待ちます）
参加費：５００円
※５名様集まりましたら、１０：４０～１１：５０までプレツアーとして実施、定員はとくにありません。
この企画は未成年者は参加できません。車内での飲酒はできませんが、この企画の「試飲」は全く問題ありません。
ぜひこの機会に「池田」の味を楽しまれてはいかがですか？事前の準備等は問題ありませんので、１０：４０に間に
合うという方はぜひぜひご参加下さい。
参加希望者やご質問はこちらへ↓
... 2005/12/03(Sat) 12:34 No.671

◇Re: プレオフ企画 投稿者：あお
場所はワイン城ですか？あと、ドリカムのところも行けそうですか？

... 2005/12/03(Sat) 17:53 No.673

◇Re: プレオフ企画 投稿者：Taku@Kitami
十勝ワイン（池田町 ブドウ・ブドウ酒研究所）認定 十勝ワインバイザーです。
会場は ワイン城になります。ティスティング後、ドリカム（DCTgardenIKEDA）チームと醸造所見学チームに分かれても良いかと思っていま
す。

... 2005/12/07(Wed) 22:12 No.726

◇Re: プレオフ企画 投稿者：TAKA
みなさん、こんばんは。
わたしも参加させていただいて構いませんか？
当日は、ホテルよねくらに宿泊する予定ですので池田のワイン城に訪問したいと考えておりました。
NHKのプロジェクトＸで放送されたましたね。
１６年前の北海道貧乏旅行で池田駅を下車したのですが、駅前ロータリーを見て釧路行きのおおぞらに乗車しました。 たしか、天気が荒れ
ていたと記憶しており、ワイン城は断念し銀河鉄道にも乗らず（ワイド周遊券で乗れなかった）、釧路へ向かったと思います。
楽しみにしております。宜しくお願いします。

... 2005/12/08(Thu) 01:00 No.730

◇Re: プレオフ企画 投稿者：たけ
状況次第（お弁当等）では私とさや。またはさやのみが参加できると思います。
... 2005/12/08(Thu) 01:29 No.731

◇Re: プレオフ企画 投稿者：トマム
休暇がとれて、うまく帯広での前泊が成功したら、是非参加したい企画です。
ワイン城は車でしか行ったことがないので、今回はその場で是非ワインを試飲したいです。
... 2005/12/09(Fri) 02:18 No.741

◇Re: プレオフ企画 投稿者：Taku@Kitami
５人以上になりそうですので、打診してみたいと思います。トカップではない、十勝ワインを楽しんで頂きたいんですよ
... 2005/12/10(Sat) 23:22 No.767

☆池田のお弁当（パート２） 投稿者：としあき

▲前 ▼次

長くなったので新たに作りました。
ただいま、お弁当の仮予約は21個ですね
大体の中身を考えてから特製弁当のお願いをしたいので、中身のほうもリクエストがあればぜひ！
わたしは、ステーキ弁当をベースに、ご飯を親子弁当のような感じにしたものが１つで2度おいしい感じでいいのではないかと思うのですが、みなさん
の希望はどうでしょうか？また、値段の上限も記入していただければ、交渉がしやすいです。
... 2005/11/23(Wed) 14:25 No.510

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：たけ
私は１０００円以下が良いと思います。そして、区切りの良い金額で（せめて１００円単位で・・・）
... 2005/11/23(Wed) 14:31 No.512

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：あお
私は２段弁当(上がおかず・下が親子弁当)にしたらどうですか？値段は１個(お茶付き)で１０００円ジャストですね。
... 2005/11/23(Wed) 14:46 No.516

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：本物のＪＲ運転士
こんにちは。弁当手配の対応ご苦労様です。
中身はお任せしますが、値段は『計算がしやすいように１０００円』といった設定にした方が良いように私も思います。
... 2005/11/23(Wed) 14:50 No.517

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：はんな
折角の機会だからオフ会オリジナルのお弁当を作ろうというのも解るのですが、
私は「よねくらの特製ステーキ弁当」で充分だと思います。
めったに来られない人にとっては「池田に行ってよねくら特製ステーキ弁当を食ったか」と聞かれたら
「はい食べました」と言えるでしょう。（鬼峠さんのフレーズ借りました）
それに今まで食べた事が無いので中身のリクエストと言われても用意できる食材とか解らないので見当がつきません。
値段は1000円以下には賛成です。
そうするとステーキ＆親子弁当は無理じゃないかなと思われます。親子弁当も食べてみたいですけどね。
特製ステーキ弁当（100g）840円＋お茶（500ml）160円が妥当なところではないでしょうか。
団体申込で割引が効くというのなら・・・
おまけにバナナ饅頭を2,3本てのはどうですか？
※よねくらのホームページ、ホームマークにリンクしました↑
... 2005/11/23(Wed) 18:07 No.518

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：複電圧車

ご担当頂く方にはご苦労をお掛けします。寸前でも数の変更が可能なステーキ弁当の方が良いと思います。
併せて僕は「鶏肉」にわとりが食べられへんがな！！親子弁当ならキャンセルします。
すんません。
... 2005/11/23(Wed) 21:45 No.522

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：たけ
みなさんこんばんは。私も食べた事がないし、どんな事ができるのかわからないので何ともいえません。お茶をつけられても弁当が貧相にな
っては本末転倒。飲み物は人それぞれちがうから、
はんな様の
＞特製ステーキ弁当（100g）840円＋お茶（500ml）160円が妥当なところではないでしょうか。
＞団体申込で割引が効くというのなら・・・
というのもいいですね。夜もオニクなら量は少なめの100ｇでもいいかな。
＞おまけにバナナ饅頭を2,3本てのはどうですか？
お茶よりもこっち優先がいいかも・・・。
... 2005/11/23(Wed) 21:58 No.524

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：分オイ
お弁当ですが、私もステーキ弁当がいいです。
値段は千円が一番いいですね～ お釣りも発生しないし、
ただ、お茶等をつけての千円は厳しいでしょうから、１１２０円くらいがベストですね～
... 2005/11/23(Wed) 21:58 No.525

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：あお
そうしたらお茶を外してお弁当一本で行きましょう。おかずとしてステーキメインにおかず数品、ご飯は別容器の
２段弁当にしてデザートにバナナ饅頭を２個位付けてもらって値段を１０００円ジャストにしたら良いと思います。
あと親子弁当は鶏肉が食べられない方もおられるので普通にご飯にしてもらっておかずでカバーした方がいいです。
... 2005/11/23(Wed) 22:30 No.526

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：としあき
みなさん純粋にステーキ弁当がいいようなので、ステーキ弁当にしましょう。肉の量＆おまけ（バナナ饅頭やお茶）をつけてもらえるように交
渉して、値段を税込み1000円にしてもらえるようにすればいいですね。
お茶は最後の最後に、ついでにお茶もつけて！見たいな感じで、だめもとで言って見ることにしますね。お茶よりバナナ饅頭のほうがいいだ
ろうし、おまけで値段があがるのも本末転倒なので・・・
... 2005/11/23(Wed) 23:49 No.528

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：塚本雅浩
私も、あくまで本来のステーキ弁当をベースにして、肉の量やバナナ饅頭添付の有無を交渉する方が良いと思います。価格はやはり1,000
円が妥当ではないでしょうか？
お茶は、質を下げずにオマケで付けて下さるのなら、付けて頂いても良いナという程度で、これにこだわる必要はないと思います（飲み物は
自前で用意で十分ではないかと… ^^）。
... 2005/11/24(Thu) 01:27 No.529

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：k2
特製ステーキ弁当、楽しみですね。
池田のワイン城へ何回か行っていますが、ステーキは結構値が張るので食べた事がありません。
バナナ饅頭が付けば言う事無しです。
宜しくお願いします。
... 2005/11/24(Thu) 21:13 No.534

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：Taku@Kitami
お茶とバナナまんじゅうつきで、1,000円で良いかと思います。ステーキ弁当100g（840円）だと、缶のお茶とバナナまんじゅうつきでも可能な
金額だと思いますが。
... 2005/11/25(Fri) 22:48 No.542

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：としあき
こんにちは。としあきです。
お弁当ですが、お肉150ｇのみ１０５０円しかないそうです。
電話した感じだと、おまけ等も無理な様子でした。
ただし、お弁当は車内まで積み込みＯＫです。
それでよければ注文いたしますが、いかがでしょうか？
ただし、バナナ饅頭のグループ購入（たくさんはいった物を購入して、金額で割る方法）はできますので、バナナ饅頭派のあなた！のご期待
にもそえると思います。
現在、仮予約フォームを製作中ですので、仮予約フォームができましたら、再度いままで仮予約していただいた方も登録お願いします。
ステーキ弁当にこだわる必要がなくなったため、親子弁当や帯広駅のお弁当も注文承ることにいたしました。
そのため、掲示板では対応できないためですので、再度の登録をお願いいたします。
なお、本予約は２月上旬にする予定です。
バナナ饅頭グループ購入の件は別スレで！
... 2005/12/09(Fri) 15:13 No.743

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：としあき
ステーキ弁当ですが、予約しないと買えないそうなので当日購入はできないみたいです。
（予約にあわせて作るため）そのため、食べたいという方はかならず予約してくださいね。
なお、お弁当・バナナ饅頭は、たけさんとは関係ありません。（そうしないと旅行業法に抵触するため）
最近気づきましたのでこれを付け加えておきます。

また、帯広駅のお弁当ですが、購入希望者が多い場合のみ承ります。
ぶた丼のお弁当はステーキ弁当に負けず劣らず人気のようです。
また、ぶた丼のぶた八おにぎりというものが２個入りで４００円であるそうです。
こちらも希望を承ります。（ただし予約できなければ購入できませんのであしからず）
... 2005/12/09(Fri) 16:15 No.747

◇Re: 池田のお弁当（パート２） 投稿者：としあき
追加情報です。
帯広駅の駅弁は予約可能です。
参考ＨＰ→http://ekiben.main.jp/search/station/obihiro/obihiro.html
池田へは、私が代理購入後におおぞら３号にて運びます。
そのため車内積み込みはありません。受付でのお渡しとなります。
... 2005/12/09(Fri) 16:29 No.748

☆流氷について 投稿者：トマム

▲前 ▼次

オフ会翌日に流氷が見れたら見たいと思っています。
２月下旬のオホーツク海の流氷はどんな感じなのでしょうか？
また、流氷船「おーろら号」は乗船はいかがなものでしょうか？
もし、ご存知の方がいてお教えいただけると助かります。よろしくお願いします。
... 2005/12/04(Sun) 23:33 No.685

◇Re: 流氷について 投稿者：たけ
http://www.hokudai.ac.jp/lowtemp/sirl/kakomenu.html
過去のデーターです。接岸はしているようですが、流氷も生き物のようにうごくので、その年によって確実な
ことはいえないとおもいます。
でも、流氷船「おーろら号」に乗れば１００％流氷にたどり着くことは可能だとおもいます。
乗船されたかたはいかがでしたか？？？
... 2005/12/04(Sun) 23:42 No.687

◇Re: 流氷について 投稿者：k2
今晩は、自分は数年前に「オーロラ号」に乗船しました。
自分が乗った日は、余り天気が良くなかったのですが、確かに流氷の中を船が走ります。
一度は乗ってみる価値はあると思います。
個人的には北浜駅から見る流氷原が好きです。
... 2005/12/04(Sun) 23:58 No.688

◇Re: 流氷について 投稿者：Taku@Kitami
私も１度だけ乗船しました。せっかくいらっしゃったのですから、乗船されることをおすすめします。（ちなみに１時間で3,000円 そう考えると６
時間の銀河線は安いですね）
寒くても出航後に開放される一番下のフロア デッキだとリアルな流氷が楽しめ、実際に氷しぶきもとんできます。
リーズナブルな流氷体験は、Ｋ２さんおすすめの北浜駅ですよね。そして流氷ノロッコ号。
おおっぴらにはいえませんが、北浜駅では見るだけではなく、実際に流氷の上を歩いている方もちらほら（なお自己責任でお願いします）
... 2005/12/05(Mon) 00:53 No.693

◇Re: 流氷について 投稿者：トマム
情報ありがとうございます。
せっかくなので、流氷船に乗車してみようと思います。
たしかに北浜駅からでしたら駅周辺の環境から言って、流氷を間近に見たり触れたりできますね。
真冬にスキー目的以外で渡道することがほとんどないので、真冬の北海道を観光する良い機会だと思いました。
... 2005/12/09(Fri) 02:09 No.740

☆FAX質問内容 投稿者：たけ

▲前 ▼次

ちほく高原鉄道さんにそろそろ問い合わせ関係をしてみたいと思います。
１、池田駅への入線時刻
臨時団体列車の入線時刻と番線について教えてください。
２、「サボ」「ヘッドマーク」について
？？何を質問しようか？？
３、自動放送と車掌用マイクについて
池田から足寄まで通常の自動放送も流していただくことは可能ですか？
また、車掌気分を体験するために、業務用のマイクを使わせていただくことは可能でしょうか？
４、室内灯について
星空列車について、夕暮れを迎える川上→置戸間、日没後の豊住→訓子府間、訓子府→上常呂間において、室内灯を減光あるいは消灯していた
だけないでしょうか。
５、９９９の車掌さんの等身大人形について
銀河線のイエロー＆ホワイト号に乗務していた「銀河鉄道９９９の車掌さん」をもしお借りすることができるような状態であればぜひお願いしたいと存じ
ます。
６、陸別駅での交換の手順について

側線を利用しての交換では、３列車の横並びを撮影することは可能でしょうか？
文体はバラバラですが、このようなことを質問しようと考えています。
質問の仕方や追加意見＆ご質問がありましたらお願いします。水曜日までに取りまとめたいとおもいます。
... 2005/11/27(Sun) 20:31 No.579

◇Re: FAX質問内容 投稿者：たけ
７、星空列車に賛成ですが、ＣＲの窓は二重でないので冬は曇ると聞きましたが（場合によっては氷結？）、大丈夫でしょうか？その点も含め
て聴いて頂けると幸いです。・・・氷結しますといわれても困ってしまいますが確認します。
... 2005/11/27(Sun) 20:32 No.580

◇Re: FAX質問内容 投稿者：としあき
車外マイクが使えるかどうかもできれば聞いてほしいです。
途中駅で発車前に発車促進ができるとおもいますので・・・ 乗り遅れ防止として
... 2005/11/28(Mon) 00:41 No.585

◇Re: FAX質問内容 投稿者：ポニー１３９
２、「サボ」「ヘッドマーク」について
？？何を質問しようか？？
念の為に、「オリジナルを作製して取り付けて良いか、又、取り付け時の注意事項がありましたら
ご教授願います」と言うのは、如何でしょうか？
... 2005/11/28(Mon) 01:36 No.586

◇Re: FAX質問内容 投稿者：たけ
そうですね。まずはそこですね。
... 2005/11/28(Mon) 01:39 No.587

◇Re: FAX質問内容 投稿者：ひろみ＠関東人
車外スピーカが使用不可の場合、トランジスタメガホンでも用意しましょうか？
勝手な妄想を挙げますと、自動放送の演奏については、ちほく線車両の演奏装置が8トラックテープなので
それのスイッチを後方運転台でやらせていただいたりするといいのですが。。。
731系のような車輪回転による自動演奏といったハイテクではなく、ボタンを押しての演奏なので。
※ちなみにキハ40はICカード演奏らしいです。早朝に池田を出る足寄行きはJR仕様の銀河線放送が聴けて萌えですよ。
... 2005/11/28(Mon) 12:17 No.591

◇Re: FAX質問内容 投稿者：たけ
ご意見は他にありませんか？サボやヘッドマークでのご質問もあれば。
本物のＪＲ運転士様、サボの穴のサイズをお聞きするだけでよろしいですか？ロゴを使用するのであればそれについても確認を取らせてい
ただきますが。
... 2005/12/01(Thu) 11:55 No.636

◇Re: FAX質問内容 投稿者：ポニー１３９
そうですねぇ。
「マークやサボを作製するのに、版権に抵触しそうで事前に承認をえた方が良い物はありますか？」
と聞くのも、一つの方法かも。
... 2005/12/01(Thu) 14:40 No.637

◇Re: FAX質問内容 投稿者：ポニー１３９
「ヘッドマーク関連で」
枠は、当日，北見から回送されるのか？
穴あわせに、事前に北見区に訪れて作業する事は可能か？
納入時期は、いつまでですか？ 当日、池田発前でも可能ですか？
... 2005/12/01(Thu) 14:47 No.639

◇Re: FAX質問内容 投稿者：本物のＪＲ運転士
こんにちは。遅くなりました。以下の点について、現段階において質問したいと思いますので宜しくお願いします。
・JRのサボとサイズが同じであるかどうか？（同じと思いますが）
・結束バンドでの固定が可能かどうか？
・ちほく鉄道のロゴマークの使用許可。
他に思いつきましたら、あとからまた投稿します。
... 2005/12/02(Fri) 16:48 No.654

◇Re: FAX質問内容 投稿者：ポニー１３９
陸別での件ですが、入換作業中の乗車は安全確保とスムーズな入換え作業の為に、全員降車だと思うのですが、
３＃留置中は、暖を取る人もいるだろうから、半自動のドア扱いで乗降出来るか？
です。
... 2005/12/02(Fri) 21:13 No.655

◇Re: FAX質問内容 投稿者：たけ
明日いよいよFAXしますよ。ほかに無いですか？
... 2005/12/06(Tue) 13:13 No.706

◇Re: FAX質問内容 投稿者：あお
車内放送の操作は乗務員さんにお願いした方が良いですね。車掌のマイクぐらいなら使用させてもらえると思います。
運転席の各種機器操作については乗務員以外の操作は鉄道営業法の法律に抵触する恐れがあるのでその辺は確認された方が良いです。

... 2005/12/06(Tue) 13:35 No.708

◇Re: FAX質問内容 投稿者：たけ
FAXいたしましたのでご回答をお待ち下さい。
... 2005/12/07(Wed) 15:03 No.721

☆いよいよ！！ 投稿者：hiro

▲前 ▼次

定員まで、あと一人になりましたねえ。なんか野球の最終回のツーアウト後のバッターを迎えるみたいでワクワクしてきました。たけさんお疲れ様で
す。これからが本当のお楽しみタイムですね。
... 2005/12/06(Tue) 21:34 No.710

◇Re: いよいよ！！ 投稿者：たけ
そうですね。ぜひ、参加予定者全員が当日に集まる事ができるといいですね。お仕事や資金の都合でまだわからないという方もいらっしゃい
ますが、ここまで来ると、「いないと寂しい」という気持ちになりますね。皆様、お体にはくれぐれもお気をつけ下さい。
... 2005/12/06(Tue) 23:35 No.712

☆お知らせ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

皆様にお知らせします。
「大好きな銀河線を最後まで盛り上げよう」と結成されたちほく鉄道会社公認の集まりである「心に刻もう！ふるさと銀河線の会」様の事務局の方のご
協力を得る事ができそうです。ポニー１３９様のお知り合いという事でここ１週間ほどの間メールを交換させていただいていました。星空列車を運行し
たことや、乗車証明書の作成、ヘッドマーク等のアドバイスを頂いています。あくまで、今回の企画は「手作り」の企画なのでうまくいかないぶぶんもあ
るかもしれませんが、大変心強い方々のご協力が得られそうです。この企画を通して、ちほく高原鉄道のみなさんをはじめ、参加者の皆さん、そして
今回ご協力いただける旨をお伝えいただいた「心に刻もう！ふるさと銀河線の会」の皆さん、本当にありがとうござます。
なお、１時間以上停車する陸別駅で交流ができればと考えています。
列車の撮影や道の駅の買い物をしても、交流できる時間は確保できるとおもいます。今のところの「案」ですが、
＞待合室で記念入場券台紙や写真、グッズ販売、小さな鉄道博物館さん所有 の鉄道部品関連の展示等を行ってもいいかなと
＞考えています。ささ やかではありますが、喜んで頂ければと思いますが、いかがでしょうか？
というご提案を頂戴しています。このような機会はなかなか無いことですし、こういうイベントがあったほうが
盛り上がると思いますがいかがですか？
この路線での思い出をつくろうという事でいろいろな方面で活躍されているみなさんです。
とてもよい思い出になるとおもいます。

... 2005/12/05(Mon) 18:55 No.699

◇Re: お知らせ 投稿者：きたろう
穂積規さんなら電話番号知っているので、私が交渉を担当してもいいですよ。
... 2005/12/05(Mon) 19:17 No.700

◇Re: お知らせ 投稿者：きたろう
んんこれは銀河線本社の解答ですか？
... 2005/12/05(Mon) 19:22 No.701

◇Re: お知らせ 投稿者：たけ
きたろう様
ちほく鉄道会社「公認」の集まりである「心に刻もう！ふるさと銀河線の会」様です。
いろいろな活動をされている方々で、ご協力をしていただけるということでお話をしています。
小さな鉄道博物館さんも、この会の方と一緒にご活躍されていますのでご安心下さい。
... 2005/12/05(Mon) 23:15 No.702

◇Re: お知らせ 投稿者：ポニー１３９
たけ様、連日の連絡の取り合い、ご苦労さまです。
「心に刻もう！ふるさと銀河線の会」様の事務局の方も仰っていましたが、この掲示板の書き込みを拝見してて
皆さんの真面目さ・真剣さが伝わってきて、これは何か手伝えないかなぁと言う事で、私がたまたま知っていた事も
ありますが、参加者の皆様が地元の皆様から評価された「たまもの」だと思います。
僅かな時間だと思いますが、楽しく交流し、心に銀河線を刻みましょう。
... 2005/12/05(Mon) 23:35 No.703

☆座席割り振り 投稿者：ひろみ＠関東人

▲前 ▼次

まぁオフ会なので堅苦しく座席を決めてしまうのもなんですが、かといって先着順というのも
乱暴かなと思いまして、僭越ながらこのようなアプリケーションを持って抽選というのはどうでしょう？
http://www.vector.co.jp/soft/win95/amuse/se101597.html
もちろん、予めボックス席にはご家族参加の方を優先するのは言うまでもありませんが。
全面展望を撮影される方は当然前方の希望も出るでしょうからそれも除外ですな。
まぁあくまで妄想ですが。
... 2005/12/05(Mon) 10:25 No.697

◇Re: 座席割り振り 投稿者：たけ

そうですね。座席の件は他の方からもご意見を頂いていました。グループで参加される方もいらっしゃいますし、おひとりの方もいらっしゃいま
すし。まずは、どんどん好きなところに座ってもらおうと考えていましたが、これも楽しみの一つかもしれませんね。そんなの嫌だ！！という方
もいらっしゃるかもしれませんので。近日中に受付の手順を発表しますので、その後検討させてください。
... 2005/12/05(Mon) 18:42 No.698

☆寒さ対策！！ 投稿者：複電圧車

▲前 ▼次

「防寒対策しないと大変ですよね・・・あとは足元対策も必須ですね。」こんな言葉が「日高三股様」の書き込みにありましたが、関西の人間には今一
ピンと来ません。具体的に皆さんの対策をお教え下さい。２月２５日だとマイナス２０度ぐらいですか？凍死しそう！！
... 2005/11/21(Mon) 17:13 No.465

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：あお
足下の対策についてはこんなＨＰがありましたので参考にされると良いと思います。家のところをクリックするとページに進みます。
... 2005/11/21(Mon) 17:55 No.466

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：たけ
寒さ対策。大切ですね。鼻で息を吸うと痛い。歩いているだけで目から涙が出る。耳が痛い。金属に触ると皮膚がくっつく。バッテリーの消耗
が早い。とにかく足先、指先がつめたい。肩や頭に力が入るので血管が切れそうなどなど・・・。
起きているぶんには、凍死はしないとおもいます。ひっくりかえってどこかを打って気絶したり、懇親会の後は危険です…。
対策としては靴も大事ですが、さらに重心を低くして足をまっすぐに下ろすように歩くことからだと思います。雪が降っていれば滑りにくいので
すが、ホームや交差点など踏み固められたり少し解けたところが危険です。砂を撒いているところもありますが・・・。とにかくゆっくり行動する
ことだと思います。
ここだけの話・・・私は時々靴下２枚、ズボン２枚はいている事があります。高校生のころからです。ただ、車内で汗をかいて外にでると寒いの
で、上に羽織れるものを何枚か持ってきて対応される事が無難だとおもいます。
その他の対策としては指先まで温かくするために軍手の２枚重ねは有効です。冷たい空気を直接吸い込まないためにマスクをつけたり、耳
が痛くなるのを防ぐために耳まで隠れる帽子（毛糸）もあればもっといいですね。さらに言えば、日中雪に光が反射してまぶしいのでサングラ
スもあったら本当はいいのですが、ここまでするとちょっと怪しいと思われそうなのが・・・。マスク、サングラスはあったら便利ですが周りの視
線の問題がありますね・・・。
... 2005/11/21(Mon) 18:20 No.467

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：Taku@Kitami
冬の北海道の寒さ対策になっていますが、冬の銀河線 列車の中だから暖かいと思ってはいけません。（今回は満員でしょうから、人で暖
かかくなるかもしれませんが）
日本最低気温を観測した陸別を走る路線であるのにもかかわらず、ご存じの方が多いと思いますが、１重窓で中ドアがありません。一応ド
アボタンがありますが、みなさま撮影などで出入りされることから、それほど停車中に閉めることはないと思います。
出張でほぼ空っぽの最終列車に乗っていたとき、ずーっとコートを脱げず、暖房を強くしてと運転手の方にお願いしたことがあります。
着たり、脱いだり調整しやすいスタイルが、今回の旅は良いかと思います。
... 2005/11/21(Mon) 19:41 No.472

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：たけ
寒そう・・・。お話だけでも足元が寒くなってきました。動かねば。
... 2005/11/21(Mon) 19:47 No.474

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：k2
当日の天候にもよりますが、クロカン用のスパッツがあると便利です。足元から風が入らないし、深い雪でも大丈夫です。アウトドアショップで
手に入ります。値段はピンキリですね。
帽子はニットが温かいです。
温かくて動きやすいスタイルがベストです。
... 2005/11/21(Mon) 20:16 No.477

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：分オイ
前回、靴の件でお聞きしましたけど、
これからの季節、北海道はどれくらいの寒さなのかが私も
気になります。冷えてない、飲み物を外に出しただけで
一発で冷えるのでしょうか？バッテリーの低下と書かれていましたので、携帯電話で通話する時などは室内じゃないと無理って事ですかね？
私は北海道の冬と言うのを知らないので、
楽しみです。「北の国から」での北海道しか知らないのが
現状です！
... 2005/11/21(Mon) 23:01 No.483

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：we
昼間は“晴れていれば”恐れるほど寒くないと思いますので、足寄あたりまでは普通の防寒でいいと思います。
手袋は「雪ダルマをつくりたい♪」という方は毛糸はやめたほうがいいと思います。
･･･ってそんな人はいないか(-_-;)
予断ですが、
十勝にいた頃は寒い中を登校していてそれなりに寒さに強かったはずなのに、今ではその頃の気温は耐えられません。
何でマイナス10度以下でも歩けたんだろう･･･若かったから!?
... 2005/11/21(Mon) 23:10 No.484

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：たけ

ゆきだるま。旅の思い出に。問題はどこで作るかですね。
分オイ様
外でも携帯電話は使用できますがあまり長時間話すのは辛いですね。飲み物が一発で冷えるのか・・・・。一発で・・・。ぜひやってみますか。
少なくとも陸別の停車中外に出していれば出発のころには凍っていると思います。
... 2005/11/21(Mon) 23:41 No.486

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：分オイ
＞たけさま
是非、実践してみようと思います（爆） 炭酸系など、空けた瞬間… 炭酸以外を持っていきます。
夜はさらに冷え込みが激しいんでしょうかね～ 懇親会が終わって、いい気分になった時は要注意ですね、
私も足のつま先が冷えるのが心配です。
... 2005/11/22(Tue) 00:35 No.487

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：複電圧車
わあ！！えらいこっちゃあ、ほんま寒そう。１２年ぐらい前の３月中旬に本別・足寄・陸別に行きましたが、関西と違い寒うーと感じました。でも
何とかして（寒さ対策）行くで。
みなさん貴重な書き込み有り難うございます。
... 2005/11/22(Tue) 18:29 No.489

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：きたろう
陸別の2月25日というとマイナス10度程度なのでご安心ください。（ぇっ
まだ温かいほうなので。最低気温はマイナス25度はいくと思いますが、
陸別の時間は16時ぐらいなのでね。
だけど靴下は2枚重ねぐらいで履いたほうが良いと思います。
後、飲み物は、鞄の中に入れておきましょう。
カイロで巻いたぐらいがちょうどいい温度かも？
以上自分なりの対策でした。（対策になっていないかも
... 2005/11/26(Sat) 11:10 No.544

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：分オイ
こんばんは！福岡も今日から冬らしい寒さになったんですけど、北海道の方々はズボンの下に何か履かれてますでしょうか？ いくら上着だ
けでも温かくても、足全体が寒いと 体全体が温かくなるような方法がありましたら、教えていただけるとうれしいです。
... 2005/12/04(Sun) 23:08 No.683

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：たけ
私はジャージをはいています。あまり大きな声ではいえませんが・・・。温かいに越したことはありません。
でも、北海道の女子高生は普通にスカート短くして歩いていますよ。スカートの下にジャージをはいて、いわゆる埴輪ルックで歩いている女の
子もいますが。
... 2005/12/04(Sun) 23:37 No.686

◇Re: 寒さ対策！！ 投稿者：ひろみ
そういえば以前茶志内駅で私と同じ列車から降車した女子高生が
「さみ～タクシーでかえりた～い」を連発しながら帰宅していましたが、
そんな彼女らはミニスカート＆生脚でした。
そんなに寒いならストッキングでも着用すればいいのにって思うんですが、オシャレ優先なんでしょうな。
... 2005/12/04(Sun) 23:59 No.689

☆ヘッドマーク 投稿者：たけ

▲前 ▼次

サボとは担当者も変わります（未定）ので新スレッドを立てます。
ヘッドマークも、問い合わせをしてみますが、木でつくってもいいのなら手作りで安く抑えることもできます。ホーマック（北海道だけ？）で６０×６０のき
れいな板が６００円でありましたし、探せばもっといいものがあるかもしれません。そんなふうにやるのなら手作り＆工夫ですすめていきたいと思って
います。私自身、こだわりがあるわけではありませんが、作製することになれば、他の企画同様全力でバックアップ＆必要な交渉をしていきますの
で、ご意見ください。
※ヘッドマークについては、１、この掲示板でご意見を聞く→２、実際に自分で作成したい（できる）人がいるか聞く→３、ちほく高原鉄道やその他機関
と交渉するという他の企画同様の流れで行きたいと思います。現在、１の部分はいろいろとご意見を頂いています。２の部分ではこうすけ様がご意見
をくださっています。３の情報も頂いていますが、先ずは作成にかかわりたい方を募集したいと思います。（この「製作関係者」と「ヘッドマーク賛成者」
「お気持ちでカンパしてくださる方」で経費を分担するのがいいと思うのです。それをご承知の上で、ヘッドマーク作成にご意見いただきたいと思いま
す。万一、無理なばあいはあきらめることも必要だと思います。）
ヘッドマークに関するご意見や、作成にかかわりたい方はいらっしゃいますか？
... 2005/11/30(Wed) 11:14 No.614

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：こうすけ
皆様こんばんは
ヘッドマークの件についてですが、製作に関わりたいと考えています。板を利用する場合でも、厚さ数センチのものであれば、強度には特に
問題は無いと思います。板が不可能な場合は、別の材質を注文、製作しようとも思います。形は円形が理想的ですが、長方形型になる可能
性もあります。
費用の件について、経費を分担あるいはカンパをいただけると幸いですが、難しい場合はこちらで負担いたしますので、よろしくお願い致しま
す。
... 2005/11/30(Wed) 20:46 No.623

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：あお
板で厚さがあれば大丈夫だと思います。あとは防水と割れ防止のために塗装するかニスを塗っておく必要があります。
あとはヘッドマークステーに取り付けできるように台座を付ける必要はあります。
文字はワープロで作成した文字を拡大してコピーしたあとカッティングシートに写してカッティングシートを切り出すと
綺麗に仕上がります。
... 2005/11/30(Wed) 21:19 No.624

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：ひろみ
旧国鉄フォントや高速道路フォントがネット上で散布されていますので、これを使うと雰囲気が出ますでしょうか？
高速道路フォントはなかなか秀逸です。
... 2005/12/01(Thu) 00:40 No.629

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：たけ
図工室（技術室・美術室）でワイワイみんなで作れたらいいけど、そんなことできないからなぁ・・・。
... 2005/12/01(Thu) 01:51 No.631

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：こうすけ
こんばんは。
2時間ほどかけてヘッドマークをデザインしてみました。画像貼り付け可能な掲示板のほうにサンプルをアップしておりますので、ご参考にどう
ぞ。
... 2005/12/01(Thu) 02:30 No.632

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：こうすけ
http://nyantarou.dee.cc/joyful/img/1240.gif
http://nyantarou.dee.cc/joyful/img/1241.gif
です。
旧国鉄の愛称つきヘッドマークのデザインをイメージしてみました。
... 2005/12/01(Thu) 02:38 No.633

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：ポニー１３９
ヘッドマークの穴の位置は微妙なようで、事前に穴あわせが必要だそうですが、こうすけ様は、前日にでも、北見入り出来ますか？
... 2005/12/01(Thu) 14:43 No.638

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：こうすけ
ポニー１３９さま
事前の穴合わせに関する前日北見入りの件についてですが、資金の都合で相当程度難しいと思います。ヘッドマークの郵送は可能ですが、
作業の立会いが必要な場合は、北見近郊に在住の方にご協力いただければと思います。
... 2005/12/01(Thu) 16:09 No.640

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：あお
自分は２４日に入りますので立ち会いが必要であれば代わりで立ち会いしますよ。
... 2005/12/01(Thu) 19:43 No.641

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：こうすけ
あおさま
作業が必要な場合は、よろしくお願い致します。
... 2005/12/02(Fri) 00:28 No.647

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：あお
本来は直接新千歳から帯広入りですが、場合によっては北見へ回り作業立ち会いするよう出来るだけスケジュールを
調整しておきます。
... 2005/12/02(Fri) 03:31 No.652

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：ポニー１３９
＞こうすけ様
私も、前日には、北見入りしますのでＯＫです。
＞たけ様
「ホーマック」は、北見の駅裏にもあるようなので、作業環境は、ｇｏｏｄです！
ちなみに、関東にもお店がありました。（八王子みなみ野駅すぐそばに＾＾）
同じ系列店ならば商品番号とかも一緒だと思いますので、事前にチェックしておきたいと思います。
前日の協力者が多ければ、下図面をこうすけ様から頂いて、商品を北見で買って加工するのが、一番楽かなぁと思っていますが。
... 2005/12/02(Fri) 11:44 No.653

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：ポニー１３９
こうすけ様
マーク案の中の「池北」ですが、「ちほく」の方が、鉄道関係者や沿線の地元の方も、喜ばれると思うのですが？
どうでしょうか？
... 2005/12/02(Fri) 21:33 No.656

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：あお

その場で加工でしたらヘッドマークステーをお借りして現物合わせで加工した方がいいですね。あと、ヘッドマークの形ですが丸にこだわらず
長方形か正方形にしたほうが加工が短時間で済みます。
固定はボルトナットにするために穴開け加工もしないとだめですし割れ防止の加工も施す必要があります。
... 2005/12/02(Fri) 22:07 No.657

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：こうすけ
ポニー１３９さま
「池北」の文字ですが、これはかつて旧池北線を走っていた急行「池北」を意識しました。「ちほく」のデザインも作ってみます。
... 2005/12/02(Fri) 23:19 No.659

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：こうすけ
つくってみました。
http://nyantarou.dee.cc/joyful/img/1257.gif
... 2005/12/02(Fri) 23:26 No.660

◇Re: ヘッドマーク 投稿者：k2
急行「ちほく」いいですね。
今では急行自体が風前の灯状態ですからね。
... 2005/12/02(Fri) 23:41 No.662

☆銀河線 投稿者：分オイ

▲前 ▼次

こんばんは！最近、どの鉄道雑誌などでも ふるさと銀河線の車両と風景を掲載しています。赤い屋根のＣＲ70形と沿線の緑や赤、白、ピンクと 様々
な景色が本に載っています。
私は、この白の景色しか見る事出来ませんが、思う存分 撮影と思い出を作りたいと考えております。
... 2005/12/01(Thu) 00:03 No.626

◇Re: 銀河線 投稿者：たけ
分オイ様、お待ちしております。雪だらけの世界ですが、北海道の開拓に思いを馳せながら・・・。
雪と熊との戦い。（熊との戦いは足寄駅で相棒さやが実演します）
... 2005/12/01(Thu) 00:32 No.627

◇Re: 銀河線 投稿者：ひろみ
熊といえば某衆議院議員（笑）。
足寄では20分ありますので、駅の周囲であの議員関連のポスターでも撮影できれば幸いです。
... 2005/12/01(Thu) 00:39 No.628

◇Re: 銀河線 投稿者：k2
今晩は。
某議員の足跡は、道内の各地にありますね。
いわゆる「ｘｘ道路」が途中で途切れている場所が沢山あります。
きっと地元では英雄なんだろうなぁ。
... 2005/12/01(Thu) 00:54 No.630

◇Re: 銀河線 投稿者：Taku@Kitami
某議員の名字がついた踏切で 臨時停車とか・・・（はっきりした場所わかってないのですが）
... 2005/12/01(Thu) 20:10 No.642

◇Re: 銀河線 投稿者：we
「こちらがあの有名な○○踏み切りでございます」
とガイドをしていただけるとうれしいです。
皆さんの中でお勧めしたい景色などがあったら
紹介していただけるとうれしいですね。
... 2005/12/01(Thu) 22:03 No.643

◇Re: 銀河線 投稿者：たけ
そうですね。もう少ししたらみなさんにオススメポイントや見どころをお聞きしていこうと考えていました。
旅のしおりに載せようかなって。あとはガイドを担当したい！！という方も今後出てきそうだなとおもっていましたので、考えていきたいと思い
ます。ちなみに、有名なあの踏切の目印となる写真がメイン掲示板にでています。１週間くらい前でしょうか、話題になったので貼ってみまし
た。
... 2005/12/01(Thu) 22:55 No.644

◇Re: 銀河線 投稿者：分オイ
ここは、やっぱり地元の方々に沿線のスポットや撮影地等を紹介して頂きたいですね！そうですねぇ、私はここが気に入ってますとか、この駅
は何回も利用してますなど、地元北海道の方々ならではの案内（ガイド）をできればお願いしたいですね、私などは、雑誌やテレビでしか北海
道を見れないので、そして廃止になった後に北海道に行った際、バスでこのちほく線跡を移動する機会が訪れた時、ここは○○さんが気に入
ってる所だな と オフ会が終わった後でも、観光旅行として楽しめますので！福岡に帰ってから、家族・友人などにこのオフ会の話しをします。
... 2005/12/02(Fri) 00:04 No.645

◇Re: 銀河線 投稿者：たけ
メイン掲示板のNo.1227が某議員踏切の目印です。
... 2005/12/02(Fri) 00:08 No.646

◇Re: 銀河線 投稿者：ひろみ
大誉地付近のあの看板付近で停車できたらそりゃ面白いでしょうが、非現実的な妄想でしょうな（笑）。
できれば徐行していただけれ鵜とうれしいですが、それも難しいでしょうね。
http://minte.gozaru.jp/FurusatoGingaLine/oyochi.html
... 2005/12/02(Fri) 02:20 No.650

☆ご迷惑おかけしますが 投稿者：日高三股

▲前 ▼次

参加される皆様へ
私たちは家族で参加させていただくことになっております。
北見生まれの０歳の娘（３月で１歳）も参加いたします。
彼女が大きくなったときに
このオフ会の話をしてあげたいのです！
基本的に私たち家族３人は駅ごとに降りたりせわしく行動することはなく、
車窓風景や皆様との懇親を楽しみにしております。
ただ、０歳児ですから、車内で泣いてしまい
皆様をご不快にさせてしまうことがあるかもしれません。
車内録音をされたり、前部から撮影される方の音声に
混じってしまうかもしれません
ご迷惑おかけしますが何卒よろしくお願いいたします。

... 2005/11/28(Mon) 16:43 No.594

◇Re: ご迷惑おかけしますが 投稿者：たけ
こんにちは。ご家族でのご参加お待ちしております。ボックスシートが１セットありますので、もしそちらもご希望があればお申し出下さい。
＞北見生まれの０歳の娘（３月で１歳）
ということであれば首もすわってもうそろそろ歩き出そうという頃でしょうか。私は子どもがまだいませんが、子育て関係の研究（父親を中心
に）をやっている関係で乳幼児のお子さんとはよく接しています。
＞ただ、０歳児ですから、車内で泣いてしまい皆様をご不快にさせてしまうことがあるかもしれません。
４０名の団体ですので、いろいろな考えをお持ちのかたがいらっしゃいますので何ともいえませんが、主催者の私としてはお子様を連れてご
参加いただくことは賛成ですし、赤ちゃんが泣くことについては特に不快に思うようなことはありません。
むしろ、私の心配事は、６時間の長時間乗車に耐えられるかどうかが心配です。長時間の揺れや人ごみは過度なストレスにならなければい
いなぁと思います。また、２月といえば小さいお子様達にとっては風邪ひきのピークであること、（人ごみですし）も心配しております。何分狭い
車内ですので、十分な対応ができないかもしれませんが、必要な配慮があればご相談ください。また、皆様もご協力をお願いします。
彼女が大きくなった時私は・・・おじさん。
... 2005/11/28(Mon) 18:34 No.595

◇Re: ご迷惑おかけしますが 投稿者：あお
たけさんの意見に自分も同調します。小さなお客様ですから列車での配慮もそうですしできるだけ優先乗車させてあげましょう。そのために
は参加される皆さんの協力がないとダメだと思います。
... 2005/11/28(Mon) 21:49 No.596

◇Re: ご迷惑おかけしますが 投稿者：たけ
この企画は、銀河線の旅を楽しみたいという目的で計画しています。
企画列車だからこそ、お互いがサポートし合えると思います。
お子様連れでも安心して楽しめるようにしていければと思っています。
日高様、私はただ体調だけが心配です。大丈夫でしょうか？
... 2005/11/28(Mon) 23:10 No.597

◇Re: ご迷惑おかけしますが 投稿者：塚本雅浩
日高三股さんはそんなに小さなお子さんがいらっしゃったのですね。これから成長が楽しみなことと思います(^^)。
今回の参加に関しては、私は実は大して心配しておりません。確かに長時間の乗車でお子さんにとっても大変なのでしょうが、自分の経験
からすれば、案外親が思ったより大したことなく済むものですよ。（万が一、途中でどうしてもダメなようでしたら、陸別では十分時間も取れま
すし。）
このオフ会については、単なる鉄道ファンのイベントというよりは、銀河線を貸し切ってみんなで楽しく思い出造りをするのが一番の目的で
はないかと私は解釈しております。動画の音声に子供の泣き声が入ったとしても、そもそも車内で盛り上がる声は絶対入るわけですから、本
当にそういうのを敬遠する人なら、空いた時間の定期列車に乗ることと思います。老若男女一斉に集い、一生の思い出に残るものになること
を願っておりますし、きっと皆さんもそう思って下さっていることでしょう。40人も集まるイベントですから、一人一人が譲り合って互いに配慮す
ることが必要だと思います。もちろん、主宰者や懇親会の幹事さんにも…。
ただ、確かに子連れでは大変でしょうし、オムツを替えたり、疲れたら寝かし付けたりなど、色々と大変かと思われますので、ボックスシート
があるのならそちらを使って頂けるようにした方が良いかも知れませんね。
... 2005/11/29(Tue) 00:45 No.598

◇Re: ご迷惑おかけしますが 投稿者：we
当方、二児の母です。
（またの名を、単身参加する育児放棄（!?）母(-_-;)）
赤ちゃんが泣くのは当たり前のことですから、全然気になりませんよ。
（傲慢な態度の親だったら腹立つけど･･･）
しっかり体調管理し、ぐずり対策もし、懇談を楽しみたいですね。
他人の子供、大好きです♪（自分の子も勿論大好きだけど♪）

... 2005/11/29(Tue) 01:02 No.599

◇Re: ご迷惑おかけしますが 投稿者：k2
今晩は、子供は電車が好きです。
小さいからよく分からないでしょうが、きっと大きくなってからの思い出になるはずです。
大人の方がご迷惑をおかけするかもしれません(笑)。
みんなで楽しく過ごせればいいと思います。
... 2005/11/29(Tue) 21:30 No.600

◇Re: ご迷惑おかけしますが 投稿者：日高三股
皆様のうれしい暖かいお心遣い感謝いたします。
彼女にとっても素晴らしい１日となることでしょう！
といいつつ、自分が一番楽しんだりして（笑）
もちろん、ぐずり対策や離乳食などは手抜かりなく用意します！
皆様との懇親、本当に楽しみです！

... 2005/11/29(Tue) 22:17 No.603

◇Re: ご迷惑おかけしますが 投稿者：トマム
私は全然気になりませんよ。むしろ赤ちゃんなんだから泣くのは当然のことですし。
物心がついた時に今回乗車したことが少しでもわかっていたら本当に素敵なことだと思います。
ご家族一同よい思い出になるように応援いたします。
何かアイテム持っていこうかな（謎
... 2005/11/30(Wed) 15:03 No.617

☆参加費用 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

参加費用ですが、ヘッドマークやサボ，乗車証明書を作るとなると、製作者の負担にならないように、
予め会費に上乗せしても良いと思うのですが、皆さんは、どう思われますか？
個人的には、きりの良い総会費４０００円とすれば、９００円Ｘ４２人＝３７，８００円となり、
この額で全て賄うのは難しいかも知れませんがーーーー。
あと、当日，池田駅で金銭のやり取りを行う場合、もしかしたらＪＲに一言、ことわりを入れなくてはいけないかも
知れませんね。（全ての用地がＪＲ敷地内だと思うので）
... 2005/11/29(Tue) 23:14 No.604

◇Re: 参加費用 投稿者：たけ
ポニー１３９様
こんばんは。
＞池田駅で金銭のやり取りを行う場合、もしかしたらＪＲに一言、ことわりを入れなくてはいけないかも
知れませんね。
そうですね。私から一言ごあいさつのお電話をさせていただきます。４０人規模で３０分近くウロウロすることになるので、これは事前に連絡し
ておきます。（注意事項等も含めて）
参加費の問題は、全員のご承諾が必要です。
ヘッドマークやサボについても、実は予算面で悩んでいました。
ネームプレートや旅のしおりは私の得意とする手作りで超低価格に押さえるように考えています。（１０００円もかからない）乗車証明証等は製
作者に５００円ほどしかお渡しできませんがいいですかということでご理解いただいたうえでご協力いただいています。
しかし、ヘッドマークとサボは・・・これについては本当に悩んでいました。（無理ならあきらめようかとも・・・）
おそらく、無くても言いという方もいらっしゃるとおもいますし。どう対応したらいいのかなぁと。
これを機会に、みなさんのご意見をお聞きしたいです。基本的に３１００円でやろうと考えていました。
でも、今回２５円をカンパしていただけませんかとメール差し上げたところ、本当にそれだけでできるのか等、
いろいろなご意見を頂戴しています。それは大変嬉しいです。
でも、本当にいろいろなご意見をお持ちだとおもいますので、ご遠慮なく３１００円でやるべきというご意見もあればお寄せ下さい。中学生の方
もいらっしゃいますし。（全員で会議ができない難しさですが、合意できるように努力します）
逆に、予算としていくらか集めて、その中でやりくりして盛り上げるべきというご意見もあるのかと思います。
値上げ案に関しては合意が無いとできません。何かいい方法や案はございますか？？？
※追伸：どのような形であっても、今回の企画でかかった経費は最後は皆様に公表いたします。
（お金の問題は企画をうまく進めるためには一番重要な問題ですので、ご意見いただけると企画も進めやすいですし、私も勉強になります。
参加者全員が納得できるプランにしたいと思います。）
... 2005/11/30(Wed) 00:03 No.606

◇Re: 参加費用 投稿者：Kazuo
こんばんは。
乗車証明書やサボを作るにしても、何かしらの経費はかかりますし、3100円の運賃だけでこのオフ会を運営していくには限界があると思いま
すので、ある程度の参加費負担は私も同意します。
オフ会という【ネットを通じて知り合うことのできた仲間と同じときを共有する】という目的もありますから、もちろん顔と名前が一致すれば話も
弾むと思いますし、今回のために作成したサボを掲出して、同じ時を共有していることが証明できますので、サボの作成や乗車証明書、ネー
ムプレート等はコミュニケを取るには非常によいツールだと思います。
やはり、みんなで作るオフ会ですので、ネームプレート作成やサボ作成、乗車証明書作成、沿線案内等、当然オリジナルのものですから、そ
れにかかる費用は皆で分担するべきではないかと思います。
... 2005/11/30(Wed) 00:32 No.607

◇Re: 参加費用 投稿者：としあき
こんばんは としあきです。２６日の女満別→関空便 狙っていただけに残念です・・・
それはさておき、参加費用ですが、私はあまり高い負担にするのはどうかと思います。
４０００円にすると、お弁当を含めれば５０００円になります。それに懇親会の３５００円をプラスすると８５００円になってしまいます。
それに、サボやヘッドマーク等はべつにいらないという方もいらっしゃるでしょうし（私もいらないと思う派です）無理にやらなくてもいいのでは
ないかと思います。
もちろん、サボ持ち寄りによる撮影会などは大歓迎ですよ それなら費用の問題もないでしょうし！
もし追加負担になるとすれば、３５００円くらいが限度ではないでしょうか？
それに、追加負担するのであれば、車内でのお菓子や飲み物等に使うほうが私はいいと思いますよ。
... 2005/11/30(Wed) 00:42 No.608

◇Re: 参加費用 投稿者：たけ
私自身、何かを外注して作成することまでは計画（予定）していませんでした。
ネームプレート作成やサボ作成、乗車証明書作成、沿線案内等を手作りでやって、本当にシンプル＆楽しく交流ができればいいなと考えてい
ます。参加費を上乗せすることによって、少しでも問題が生じるのならば私は上乗せしたくはありません。企画にお金をかけるよりも、みんな
で楽しみたいと思うからです。
３０７５円を運賃として必ず頂かなくてはなりませんが、それ以上の部分に関してはあとは当日、制作に要した費用を公表しますので、カンパ
していただける方がご協力いただける範囲内でカンパしていただけるというのが良いのかも知れないと思います。今回の企画は、確かに「み
んなで作るオフ会」です。ネームプレートや乗車証明のようなものは全員にお渡しできるものですが、サボやヘッドマークは賛否が分かれると
思います。果たしてそのために参加費を上乗せしていいのかどうかが問題です。いかがですか？
... 2005/11/30(Wed) 00:54 No.609

◇Re: 参加費用 投稿者：本物のＪＲ運転士
私は、最初から【サボ制作にかかる経費という形で皆様から頂く】という事は全く考えておりませんし、今後も考えが変わる事はありません。も
し、そのようにされたとしても私は遠慮させて頂きます。
『何も制作に関わってないし、費用として支払うのであれば別に作成しなくても良い。』という考えの方もいらっしゃるでしょうし。
単なる物好きな九州人が、『オフ会での思い出の一つとして、印象に残って頂けたら・・・。』と思いながら、既に制作に取り掛かっているという
ように解釈されて下さい。
なお、デザインについては【サボ専用スレ】にて『画像公開をしているデザイン』が１つで、残りは『当日のお楽しみ』という事で。
... 2005/11/30(Wed) 10:03 No.612

◇Re: 参加費用 投稿者：たけ
ポニー１３９様のお心遣い本当にありがとうございます。
「ヘッドマークやサボ，乗車証明書を作るとなると、製作者の負担にならないように、予め会費に上乗せしても良いと思うのですが」という件で
すが、作成に当たられている本物のＪＲ運転士様も、特に経費の上乗せを望んでいません。他のものに関しても、２５円のカンパであるていど
はやりくりできます。あとは、好きで作成しているというものでもありますので、全体としての参加費アップはしないという方向で私は考えつつ
あります。
... 2005/11/30(Wed) 11:02 No.613

☆車内企画２ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

その他、車内で行う企画についてご提案がありましたらよろしくおねがいします。
１、星空列車のご要望は以前ありましたが、この件も含めましてご意見下さい。
... 2005/11/26(Sat) 17:26 No.549

◇Re: 車内企画２ 投稿者：こうすけ
星空列車について、夕暮れを迎える川上→置戸間、日没後の豊住→訓子府間、訓子府→上常呂間において、室内灯を減光あるいは消灯し
て、外の風景を楽しむと言うのはいかがでしょうか。日没時の蒼い雪明りも幻想的ですし、日没後は夜景や星空も楽しめるかと思います。特
に日没前、峠越えの区間を室内灯無しと言うのは、結構楽しめると思います。
... 2005/11/27(Sun) 15:14 No.559

◇Re: 車内企画２ 投稿者：たけ
いいですね。区間も具体的で提案しやすいです。みなさんはいかがですか？
... 2005/11/27(Sun) 16:32 No.562

◇Re: 車内企画２ 投稿者：ポニー１３９
以前、地元有志の「心に刻もうふるさと銀河線の会」の皆さんが小利別駅でイベントを行った際に、９９９の車掌さんの等身大人形が出ていた
のですが、これを借りてきて（どこの所有か不明です）乗車して頂くのも、ちほく高原らしいと思うのですが。
... 2005/11/27(Sun) 18:16 No.572

◇Re: 車内企画２ 投稿者：たけ
次回ＦＡＸの際に聞いてみます。
... 2005/11/27(Sun) 19:46 No.576

◇Re: 車内企画２ 投稿者：塚本雅浩
星空列車に賛成ですが、ＣＲの窓は二重でないので冬は曇ると聞きましたが（場合によっては氷結？）、大丈夫でしょうか？その点も含めて
聴いて頂けると幸いです。
... 2005/11/27(Sun) 20:11 No.578

☆乗車証明書等の配布について 投稿者：こうすけ
乗車証明書等について。

▲前 ▼次

50枚ほど製作する必要があるかと思われます。一番楽なのは、一昔前のJR北海道でよく用いられた、はがきの裏に印刷する形式ですが（切り取り等
の手間が不要、大量印刷が可能など）、どのようにしたら良いでしょうか。可能であれば、製作したいと考えています。皆様のご意見をお寄せくださ
い。
... 2005/11/27(Sun) 15:28 No.560

◇Re: 乗車証明書等の配布について 投稿者：たけ
こうすけ様
いつもお世話になっています。さて、表題の件ですが、乗車証明証の作成は数種類あっても良いと思うので、ぜひ可能であれば作成願いま
す。形態やデザインは作成される方のアイディアにお任せしたいと思います。そこで、問題となるのがちほく高原鉄道の社印です。もし、社印
を押したものにしたいという事であれば、ちほく高原鉄道本社に郵送しなければなりません。また、数種類あってもいいとは言うものの、あまり
にも数が多いと社印を押してもらうにも常識外れの量となってしまい頼めないという恐れがあります。
... 2005/11/27(Sun) 16:00 No.561

◇Re: 乗車証明書等の配布について 投稿者：たけ
乗車証明証の企画担当の中心をこうすけ様にお願いしました。こうすけ様を中心に思い出にのこる一品ができるとうれしく思います。
... 2005/11/27(Sun) 19:44 No.575

☆車内企画１ 車内放送 投稿者：たけ

▲前 ▼次

懇親会の企画も進み、お弁当も交渉次第という事になりました。
サボについては本物のＪＲ運転士様にお任せします。
さて、車内放送に関するご意見を徐々に頂くようになりました。
私の考えているものとしては、本物のちほく高原鉄道の運転士さんに自動放送を各駅停車前と出発後にかけていただいて、
停車時間やみどころ等のアナウンスを参加者で分担してやるのがいいのかなと考えています。無くてもいいという方もいらっしゃると思いますが、せっ
かくのイベント列車です。車内のアナウンスを小さい頃から夢見てこられた方もいらっしゃるとおもいますので、ぜひこの機会に実現されてみてはいか
がでしょうか。区間で割り振って持ち時間を活用してもらうというような提案をしたいと考えています。マイクは、カラオケマイクが自由に使えると思いま
す。当日は車掌が常務しないので、あまりイレギュラーなことはできないと思いますが、カラオケ用マイクは使えるはずですので、交渉してみたいと思
います。何か、ご要望があれば掲示板にご投稿下さい。
なお、人数も多いため、マイクを使っての自己紹介等のイベントは考えていません。事前に皆様から情報を頂いて、当日に旅のしおりのようなものとし
てお配りしたいと考えています。また、名前は以前からお伝えしているように、首から下げていただけるものを準備していきます。皆さんそれぞれで思
い思いに交流をお楽しみ下さい。
... 2005/11/26(Sat) 17:25 No.548

◇Re: 車内企画１ 車内放送 投稿者：分オイ
車内での企画いいですねぇ～ しおりなど、修学旅行を思いださせる感じです。また、マイクを使用して順番にアナウンスと言うのも忘れられな
い思い出になりますので、私は賛成です。外は寒いでしょうけど、車内は熱気で暖かくなるといいですね！
... 2005/11/26(Sat) 20:42 No.550

◇Re: 車内企画１ 車内放送 投稿者：複電圧車
ええがな、わたいも参加したい。ばりばりの関西弁でいきまっせ。よろしく！！
＊、そやけど おっちゃんはマイクを持つとカラオケと間違うかも。
... 2005/11/26(Sat) 21:33 No.551

◇Re: 車内企画１ 車内放送 投稿者：きたろう
車内放送ですか。一度やってみたかったです。原稿考えてやるべさ。（なまら北海道弁だべさ）
... 2005/11/26(Sat) 22:16 No.552

◇Re: 車内企画１ 車内放送 投稿者：あお
自分も参加させてもらっていいですか？
... 2005/11/27(Sun) 00:08 No.553

◇Re: 車内企画１ 車内放送 投稿者：たけ
オフ会の企画は仲間はずれ無しです。逆に独り占めもダメです。
さらに、必ず参加しなければならないというものでもありません。
放送はお構いなしで他の事をやっているかたもいらっしゃるとおもいますし。
意見バラバラで、やっぱりバラバラかもしれませんが、楽しみたいポイントは人それぞれだと思いますので、アナウンス部？のみなさんは遠
慮なくご意見・ご参加下さい。具体的にどうやってやろうかまでは考えていないので、ご意見をいただけるとうれしいです。
... 2005/11/27(Sun) 00:29 No.554

◇Re: 車内企画１ 車内放送 投稿者：としあき
こんばんは。
私は、ワンマン用の放送はなしにしていいと思います。
そして、最低限、次の駅の駅名と、発車時間を案内してもらって、それ以外は自由にアナウンスしてもらうというほうがいいのではないでしょう
か？特に発車時間案内は乗り遅れ防止で必ず必要だと思います。
あと、カメラ撮影部？としては、ネットでの公開をしたいと思いますので、そのことを前提にしてアナウンスしてもらいたいです。特に、音楽（歌・
カラオケなど）は、ネットで公開するといろいろ著作権問題でややこしいのでできれば控えてもらいたいのですが・・・
あと、できることならカラオケ用ではなく本物の車掌用マイクでの放送を交渉していただけるとすごく心に残るものと思います。
... 2005/11/27(Sun) 02:00 No.556

◇Re: 車内企画１ 車内放送 投稿者：マリオ
自分はそういうのはあまり好きではありません。別に無くてもいいような気がしますが

... 2005/11/27(Sun) 09:01 No.557

◇Re: 車内企画１ 車内放送 投稿者：たけ
マリオ様
＞無くてもいいという方もいらっしゃると思いますが、せっかくのイベント列車です。車内のアナウンスを小さい頃から夢見てこられた方もいら
っしゃるとおもいますので・・・ということで企画をしています。反響もありますし。要望もありました。
としあき様
＞カラオケにはならないと思います。自動放送は、昔を懐かしむ方にとってはあったほうがいいのかなと考えています。各駅停車でいける陸
別までは問題ないと思います。放送後に、停車時間等のアナウンスをするということでも十分楽しめるのではないでしょうか。または、最初と
最後だけにしてもいいのかもしれませんが、せっかくですのでちほく高原鉄道の生の音も少し流す事ができたらいいなぁとは考えています。
... 2005/11/27(Sun) 13:06 No.558

☆沿線の事？ 投稿者：分オイ
銀河線、池田・北見駅以外の駅は殆どが無人駅なんでしょうか？
（今更ですけど、汗） ※薫別駅が無人と言うのは知っています。
コンビニがある所は、周辺に民家があると言う事ですよね！

◇Re: 沿線の事？ 投稿者：hiro

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%81%A1%E3%81%BB%E3%81%8F%E9%AB%98%E5%8E%9F%E9%89%84%E9%81%93%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E9%8A%80%
なんか参考になるんでないの。

☆まもなく定員 投稿者：たけ

▲前 ▼次

こんにちは。まもなく定員です。企画実施までまだ３ヶ月あるのに・・・。本当にありがとうございます。
今日、ちほく高原鉄道本社にもう一度確認程度に聞いてみました。「キャンセル等で車両にあきはでていませんか？」
やっぱり予約でいっぱいだそうです。ということで、予定通り１両で運行します。
座席定員は４４名ですが、ロングシートでつめて座るにも、冬の場合は着膨れも考えられるので、２名減らし４２名で締め切りたいと考えています。あ
と４名で定員となります。ご友人の方で迷われている方にはお早めにお申込みいただけるようにお伝え下さい。
なお、２月１日から１０日までの間に、お弁当や、懇親会、連絡先等を含めた正式なお申込み確認をします。万が一ご都合が悪くなった方はその期間
にお知らせ下さい。
... 2005/11/25(Fri) 14:11 No.538

◇Re: まもなく定員 投稿者：本物のＪＲ運転士
当初は、『管理人さまの夢』であったオフ会が現実味をおびてきましたね。
しかも、【全国各地からファンが集まってのオフ会】という事で私も楽しみにしております。
今の勢いですと、【今月中に満員御礼】となるかもしれませんね。当初の『定員割れ（参加者が25名に満たない場合）』の取り扱いをどうしよう
かと発言されていたのが、今となっては【心配ご無用の話】となってしまいましたね。（笑）
... 2005/11/25(Fri) 18:26 No.539

☆写真撮影時のお願い 投稿者：だい

▲前 ▼次

皆様、はじめまして！だいと申します。参加者全員にとってオフ会が楽しい思い出となるように、少しでも協力することができればいいなと思っていま
す。よろしくお願い致します！さて、私が前回、銀河線に乗車したのは９月２５日のことです。（株）北海道ジェイ・アール・サービスネットが企画・主催し
た、臨時列車「ふるさと銀河線各駅停車の旅号」（９７１３Ｄ、池田１１：００発→北見１６：０８着）に乗車しました。魅力的だった点は、この企画のパンフ
レットに『各駅に５分～２０分停車』と記載されていた点です。この文面から、私を含む多くの参加者は『全ての駅に５分以上停車する』と思い込みまし
た。しかし、実際には、陸別や置戸等の主要駅や交換可能な駅では、それなりの停車時間があったものの、ほとんどの駅は３０秒停車でした。ですか
ら、駅に着く度に窓を開けて駅名表示板を撮影することだけで精一杯でした。また、この臨時列車のダイヤは、乗車当日に知らされるという有様でし
た。その点、今回のオフ会では、運転ダイヤがすでに公表されているので安心です。池田から陸別までの全ての駅に５分以上停車するというのは、
本当に魅力的ですよね。私は、オフ会で停車する全ての駅において、駅名表示板と車両（列車）とが１枚の写真におさまるように、撮影していきたいと
考えています。もちろん、人が誰一人として写っていない写真を撮ろうとは、毛頭思っていませんよ。むしろ、人が写っている方が、現役時（営業時）の
活気ある様子を後々に残すことができて良いと思っています。ただ、駅名表示板と人とがかぶって、表示板の一部が見えなくなってしまうことだけは、
申し訳ないのですが勘弁させてください。私は全停車駅で撮影を行うので、おそらくオフ会当日になると、「ああ、こいつが駅名表示板と車両との撮影
を実行している『だい』という奴だな」という感じでお分かりになると思います。そこでお願いがあるのですが、その際はお手数ですが、撮影に協力して
いただけないでしょうか？ちょっとの間だけ、駅名表示板の目の前に立たないでいただくだけで結構です。大変わがままなお願いであるということは
十二分に承知しておりますが、皆様のご協力をお願いしたいのですが・・・。その代わりといってはなんですが、他の参加者の皆様の写真撮影には、
こころよく協力致します。自分が撮りたいと思っている構図を事前に掲示板にて公表し、楽しい旅にしませんか？
... 2005/11/20(Sun) 19:10 No.446

◇Re: 写真撮影時のお願い 投稿者：たけ
こちらこそ宜しくお願いします。
＞この企画のパンフレットに『各駅に５分～２０分停車』と記載されていた点です。
それは参加者の誰もが思いますね。がっかりされた方も多いのではないでしょうか。私なら怒るかも知れませんね。
＞私は、オフ会で停車する全ての駅において、駅名表示板と車両（列車）とが１枚の写真におさまるように、撮影していきたいと考えていま
す。もちろん、人が誰一人として写っていない写真を撮ろうとは、毛頭思っていませんよ。
そうですか。それは安心しました。お申込み時点でのメールでは、正直４０名の団体なので「どどどどうしよう。勘弁してください」と思いました
が、そのようなお考えであれば安心です。
＞駅名表示板と人とがかぶって、表示板の一部が見えなくなってしまうことだけは、

これは撮影のときに一声かけていただければ済むこととおもいますがいかがでしょうか？まあ、撮影なら１０秒もあれば大丈夫ですよね？ち
ょとかぶるのでどいていただけますか？もしくは、すぐに済みそうであれば少しお待ちいただくか。譲りあっていただければ大丈夫だと思いま
す。
＞『だい』という奴だな」という感じでお分かりになると思います。
受付時にネームプレートを配付しますので大丈夫ですよ。
写真を撮影したい人はたくさんいると思いますが、人との交流をしながら楽しい旅をお過ごし下さい。
最後に、
＞自分が撮りたいと思っている構図を事前に掲示板にて公表し、
という部分ですが、この路線に始めて乗車される方もいらっしゃいますし、なにより当日の状況がつかめない部分もありますのでこれは難しい
と思います。「ここがみどころ」のようなものの交流はしたいと考えています。
ただ、繰り返すようですが、本当に１００％納得が行かない部分もあると思います。本当はそうなって欲しいものですが。こればっかりはみん
なで行くものですし・・・。５分の停車で写真撮影ができるということをウリに募集しているわけではありまんのでやってみなければわからないと
いうことをご了承いただけますか？
以上が私の意見ですが、他の参加者の皆様はいかがでしょうか？
... 2005/11/20(Sun) 19:35 No.447

◇Re: 写真撮影時のお願い 投稿者：だい
言い訳になってしまいますが、仕事が忙しかった為、お返事をするのが遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。たけ様、この度は貴重な
ご意見をいただき、ありがとうございました。確かに旅と言うものは、実際に行ってみないと、そして、実際にやってみないとわからない要素が
たくさんありますよね。特に、今回初めて銀河線にご乗車される方々にとっては、なおさらですよね。私は、自分が乗車したことがあることをい
いことに、自分本位で物事を考えてしまいました。すみませんでした。また、今回の旅で自分の思うような写真が撮れない可能性があること
は、十二分に承知しておりますよ。現に、私は写真撮影が下手なせいか、毎回旅で最低数回は撮影に失敗しております（苦笑）。失敗には慣
れておりますので、ご安心ください。そう言えば、以前札幌駅にて、写真撮影に失敗してキレている鉄道マニアを見かけたことがあります。
あ、もちろん私はそんなことぐらいでいちいちキレませんよ（笑）。
... 2005/11/23(Wed) 21:10 No.519

◇Re: 写真撮影時のお願い 投稿者：たけ
お仕事お疲れ様です。楽しいひと時を過ごせて、欲を言えばうまく撮影もできると良いと思います。
私も写真は数うち当たるという感じなのでうまく撮影できていないものも多いです。まぁ、仕方が無いですよね。
日没の関係もあるので条件的にも厳しいかな。雪明りで夏よりはいいかな・・・。
やってみなければわかりませんね。
これだけの人数で行くので、誰かがベストショットを撮影できるかもしれませんし。オフが終わってからの（まだ先だけど）みなさんのサイトめぐ
りをすることも今から楽しみです。
それではよろしくおねがいします。
... 2005/11/23(Wed) 21:53 No.523

◇Re: 写真撮影時のお願い 投稿者：分オイ
こんばんは！撮影で思ったんですけど、終点の北見駅か、出発の池田駅で 記念撮影が出来たらいいですねぇ、全線乗り通す方は何人くら
いいるのでしょうか？懇親会に参加されない方もいらっしゃると思いますので、これこそ良い思い出になると私は思います。私も、駅名板を撮
影するのを楽しみにしているので、この掲示板に初カキコミした時に駅名板の事を話題にしましたので！夜の、ライトアップされた駅名板 ライ
トの傘の形が花だったような白の蛍光灯ではなく、温かみのあるオレンジの灯がなんともいえないです。
... 2005/11/25(Fri) 00:38 No.536

◇集合写真 投稿者：たけ
記念写真はぜひ撮りたいと思っています。この企画は、私の人生の中でも５本の指に入るような一大イベントですし。今でも信じられません。
発車前の池田で撮影できたらいいなと思っています。陸別あたりでもできるのならいいかな。１枚とは言わず、２箇所くらいで撮影したいです。
ただ、みんなのカメラで撮ると時間がかかるので、数名に代表していただいて、みんなで共有するという形がいいと思います。いいカメラを持
っている方にお願いしたいです。（せっかくの写真ですから・・・）
No361より
・ホームでの記念撮影
参加者全員で撮りたいと思います。
なお、この写真を含めて当日撮影したもので、人物の写っている写真はインターネットに載せる際にモザイクなどの加工をするようにしてくだ
さい。個別に確認を取って、該当者同士が納得して公開されるものは除きます。（私と相棒はＯＫですよ）
... 2005/11/25(Fri) 01:36 No.537

☆池田までのお得なきっぷ part2 投稿者：こうすけ

▲前 ▼次

こんばんは。
池田までのお得なきっぷ情報part2です。当日は「一日散歩きっぷ(2040円)」が発売されておりますので、札幌発旭川行き普通列車に乗車可能な方
は、その日の朝に一日散歩きっぷ、新得→池田間の乗車券(1230円)、帯広→池田間の自由席特急券(300円)を購入すると、池田まで3570円で行くこ
とができます。参考にしていただけると幸いです。
私は北＆東パスを使うか、上記の方法を使うか検討している次第です。
... 2005/11/24(Thu) 19:46 No.532

◇Re: 池田までのお得なきっぷ part... 投稿者：こうすけ
本州方面から北＆東パスで北海道を行き来される場合は、2月24日(金)に現地を出発し、青森から急行はまなす自由席に乗車の上、新札幌
で下車。厚別までを徒歩で移動し、旭川行き始発列車に乗車すると、根室本線経由(帯広→池田間別払い)にて、2月25日のお昼前に池田に
到達が可能です。帰りは特別快速きたみを利用するなりで月曜、あるいは火曜に帰宅できます。
北＆東パス10000円、帯広→池田間特急740円、計10740円で本州～北海道間の往復が可能となります。時間のある方はご検討ください。
... 2005/11/24(Thu) 19:53 No.533

☆コンビニ 投稿者：分オイ

▲前 ▼次

こんばんわ、タイトルのコンビニなんですけど、
乗車前と乗車後に飲み物やフィルム、電池（携帯電話の簡易バッテリ充電器）お菓子等などの簡単な食べ物を購入（乗車後って懇親会ですよね）出
来る店（コンビニ）と言うのは近くにあるのでしょうか？北海道のコンビニは「セイコーマート」と言うのがあるそうですね、
... 2005/11/22(Tue) 22:51 No.492

◇Re: コンビニ 投稿者：Taku@Kitami
なぜか池田にくわしいTaku@Kitami％池田町認定 十勝ワインバイザーです。
池田駅から徒歩７分ほどにローソンがあります。
長時間停車駅では、足寄にサッポロドラッグストア（酒まで売っている）、陸別にセイコーマート、置戸に７－１１とＡコープがあります。
北見駅は、駅内がキオスクコンビニ、駅前（東急イン・東横インそば）にセイコーマート、焼肉屋・スーパーホテルそばにローソンがあります。
... 2005/11/22(Tue) 23:04 No.495

◇Re: コンビニ 投稿者：たけ
その池田のローソンにはけっこうお世話になっています。
車でも列車でも・・・。
でも、スーパーおおぞら３号で着いてから池田でお買い物となるとちょっと余裕が無いかもしれませんね。
... 2005/11/23(Wed) 00:02 No.499

◇Re: コンビニ 投稿者：分オイ
ありがとうございます。
ローソンやセブンイレブン等のコンビニがあるんですね、私的にはその「セイコーマート」に行ってみたかったので。このお店のレジでは「セイ
コーマートカードはお持ちですか？」と聞かれるんですよね！これはポイントカードなんでしょうか？ それは置いといて、池田からだと時間が
ないみたいなので、事前に済ました方がよさそうですね、
メールの件、了解です。
... 2005/11/23(Wed) 00:49 No.500

◇Re: コンビニ 投稿者：あお
帯広で前泊でしたら駅構内にキオスクがあります。あと、駅周辺にも徒歩数分圏内にコンビニがあります。
... 2005/11/23(Wed) 08:18 No.501

◇Re: コンビニ 投稿者：Taku@Kitami
ポイントカードなのですが、セイコーマートだけではなく、北海道限定で「セブンイレブン」にもあるので、セイコーマート・セブンイレブン・ローソ
ンで聞かれます。
... 2005/11/23(Wed) 10:03 No.502

◇Re: コンビニ 投稿者：たけ
そうですね。私も持っています。でも、無いときに「おつくりしますか？」と聞かれたことは無いですねぇ・・・。
... 2005/11/23(Wed) 12:10 No.506

☆池田のお弁当 投稿者：Taku@Kitami

▲前 ▼次

よねくらの特製ステーキ弁当150g 1,050円ですね!
http://www.tokachi-ikeda.net/yonekura/res.html
... 2005/11/16(Wed) 23:06 No.369

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：たけ
１０００円に消費税なんですね。駅で購入できるお弁当は他にはありますか？
... 2005/11/16(Wed) 23:21 No.372

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：たけ
Taku＠Kitami様 ありがとうございます。
さて、今後役割を少し分担していきたいとおもいます。みんなで作る企画ですしそのほうが楽しい。（自分が楽するためだけではないですよ）
さて、その１つ目ですが、
お昼のお弁当の件「としあきさん」にお願いします。
個数の集約等は私がやりますが、価格交渉や具の交渉、予約、当日の調整をお任せします。
なお、たくさんの方が「お手伝いしますよ！」とおっしゃってくださっていますので心強く思います。確実に参加できる方や得意とされている分
野でお願いすることもあると思いますのでよろしくおねがいします。
お願いする際は私からメールで打診します。そして掲示板に書き込みますのでよろしくおねがいします。
他にお願いする予定のものは、
・懇親会
・イベント（何かあれば）
運賃の回収は私とさやで担当しますが、これも当日に渡すものが増えればもう一人お願いするかもしれません。
... 2005/11/17(Thu) 01:19 No.374

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：としあき

こんばんは。としあきです。
私が、ちょっと昔に、旅行会社の添乗員派遣会社で、添乗員＆旅行の受付のお仕事をしていたので、お手伝いすることとなりました。よろしく
お願いいたします。
お弁当ですが、たけさんが言われているほど、派手にはできないとは思うのですが、お弁当の予約の集約と、注文のときに、おまけのひとつ
でもつけてもらえるように頼むくらいはできると思います。
みなさんが望むなら、特製弁当のお願いもしてみますが・・・ 経験上、たくさんの注文があれば特製弁当も作っていただけるとは思うのです
がどうでしょうか？
まずは、どれくらいのかたがお弁当をほしいのか分からないとなにもできないので、お弁当がほしい方は、掲示板に弁当希望（できれば、特
製弁当を作ったほうがいいか、既成弁当の予約のみのほうがいいのかのご意見を沿えて）の書き込みをよろしくお願いします。
... 2005/11/17(Thu) 01:43 No.375

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：あお
お弁当ですが、普通に食べるのも美味しいと思いますが、この際ですからとしあき様の特製弁当のアイディアは団体旅行の特権でしょう！多
少高くても美味しいものでしたらＯＫだと思います。あと、できたら一緒にお茶も付けておいたらもっといいんですが・・・
... 2005/11/17(Thu) 02:13 No.377

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：きたろう
おばんです。
池田駅のよねくらの弁当は、親子弁当以外はおすすめです。
なぜ親子弁当以外かというと、親子弁当は箱の形がじょじょに変形するからです。
... 2005/11/17(Thu) 18:52 No.378

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：銀河線
>>きたろう さん
そこまでひどいですか？(＾＾；
そんなに変形したことはなかったですが。。。
特製弁当はいいですね！自分も賛成です。
... 2005/11/17(Thu) 19:09 No.379

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：Taku@Kitami
実は特製ステーキ弁当食べたことないんです・・・
本当にスペシャルなお弁当できるといいですね。せっかくなので、オリジナルラベルの「十勝ワイン」セットとか。
... 2005/11/17(Thu) 23:11 No.380

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：としあき
こんばんは としあきです。
特製弁当ですが、最低でも20食はないと頼みづらいですね。それ以上でも作ってもらえるという確約はないですので、交渉しだいだと思って
います。
たぶん、具体案がないと考えにくいと思うのですが、私はステーキ弁当をベースにちょっとアレンジしてもらえればいいかなぁ？と思っていま
す。お茶もつけてもらえればうれしいですね（その分割高になると意味がないですけど）
金銭の収受のことを考えると、キリのいい額がいいと思うので、1000円でお茶つきだと一番いいのではないかな？と思いますがいかがでしょ
うか？
交渉ですが、20食程度見込めそうなら電話してみます。
... 2005/11/18(Fri) 02:45 No.383

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：k2
池田と言えば、「ステーキ弁当」と「バナナ饅頭」ですよね。それから「池田町民還元ワイン」でしょうか！？
「ハピネスデイリー」のアイスクリームもありですね。ここはチーズも美味しいです。ここの「ソフト最中」は安くて美味しいです。
... 2005/11/18(Fri) 02:53 No.384

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：としあき
ワイン弁当ですが、たけさんから、飲酒厳禁といわれてますし、それに未成年者のことを考えるとちょっと考えてしまいます。
あと、ワインをつけると値段が上がりそう・・・
... 2005/11/18(Fri) 02:57 No.385

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：たけ
皆さんこんばんは。まりもが新得で交換したあとの時間ですね。夜更かしています。
さて、お弁当ですが希望者が何人いるかでとしあきさんの動きも変わると思いますが、今の時点で希望者は？
たけ＆さやで１個希望です。
... 2005/11/18(Fri) 03:02 No.386

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：としあき
企画者ですが・・・
わたし としあきも１つ
現在合計２つ
... 2005/11/18(Fri) 03:05 No.389

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：あお
自分と同行者の分で２つお願いします。
... 2005/11/18(Fri) 06:37 No.391

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：本物のＪＲ運転士
せっかくの機会ですので、私も１つお願い致します。
... 2005/11/18(Fri) 09:26 No.392

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：きたろう
僕も一つ希望します。
１０００円程度なら良いかなぁとおもいます。
現在六つです。
... 2005/11/18(Fri) 14:04 No.398

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：we
はい、私も一つお願いします！
... 2005/11/18(Fri) 14:59 No.399

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：たけ
現在希望７個ですね。
... 2005/11/18(Fri) 16:02 No.401

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：銀河線
自分も1つ・・・
... 2005/11/18(Fri) 16:07 No.402

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：複電圧車
僕も１個お手配をお願いします。
手間をかけますがよろしく！！
... 2005/11/18(Fri) 17:13 No.406

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：Taku@Kitami
私も１個お願いします・・・
... 2005/11/18(Fri) 18:10 No.408

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：マリオ
自分も一応１つお願いします。
... 2005/11/18(Fri) 18:29 No.409

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：きたろう
現在希望１１個ですね。
... 2005/11/18(Fri) 20:18 No.412

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：k2
自分も一つお願いします。
... 2005/11/18(Fri) 21:28 No.413

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：はんな
はじめまして。ステーキ弁当に惹かれ参加を決意いたしました、
はんなと申します。
1個追加お願いします。
今気付いたのですが、北見でも焼肉なんですよねぇ・・・。
どっちも食べたいので数日前から肉は控えておこうと思います。
... 2005/11/18(Fri) 22:43 No.414

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：分オイ
あの…私も１個お願いします。
... 2005/11/18(Fri) 22:58 No.415

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：ポニー１３９
私も、よろしくお願い致します。
... 2005/11/18(Fri) 23:31 No.421

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：Kazuo
私も一つお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
... 2005/11/18(Fri) 23:44 No.425

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：あお
現在１６個の希望が出てます。お弁当の目標もあと少しですね。
... 2005/11/20(Sun) 13:14 No.436

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：日高三股
私も妻の分とで２つお願いします！！
... 2005/11/20(Sun) 16:40 No.441

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：だい

私もお弁当を１つ、よろしくお願い致します。
... 2005/11/20(Sun) 17:10 No.442

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：塚本雅浩
私も１個お願いします。これで20個ですね(^^)。
... 2005/11/20(Sun) 23:08 No.449

◇Re: 池田のお弁当 投稿者：駅前旅館
誠に恐縮ですが、私も１個お願い申し上げます。
... 2005/11/21(Mon) 00:33 No.455

☆一応 動画更新報告 投稿者：たけ

▲前 ▼次

関係ネタという事で、当サイトの銀河線前面展望動画を更新しました。ナマで見るまで我慢という方はご遠慮下さい。池田から北見へ向かう動画なの
で、当日の写真撮影等の下見代わりには使えるかも知れませんが・・・。
... 2005/11/21(Mon) 00:02 No.451

☆オフ会専用ページ 修正 投稿者：たけ

▲前 ▼次

こんばんは。お気づきのことと思いますが、オフ会のページを改修しました。今後は、決まったことを関連記事としてアップしていきます。
「承諾事項」も一部改修しています。ご参加者も多い企画となりましたので、特に写真撮影等の部分はもう一度ご確認下さい。話題の前面展望動画
の車内の音声に関しましても、オフ会の性質上？無言で６時間走りとおすわけにはいきませんのでご了承下さい。
... 2005/11/19(Sat) 22:13 No.433

☆前面展望動画 投稿者：たけ

▲前 ▼次

今回のダイヤでは全て臨時単独運行なので、前展望動画を撮影される方はチャンスだと思います。明るい時間に北見まで着きますし。
... 2005/11/07(Mon) 22:51 No.259

◇Re: 前面展望動画 投稿者：Taku@Kitami
これがこのダイヤ最大（唯一？）のメリットですね。上利別交換付ですし。
... 2005/11/08(Tue) 00:19 No.270

◇Re: 前面展望動画 投稿者：銀河線
前面展望動画、自分も撮影します。
後１台ですね・・・。
... 2005/11/18(Fri) 16:38 No.403

◇Re: 前面展望動画 投稿者：たけ
わかりました。ですが、このスレッドは旧案でのものなので陸別あたりからかなり暗くなりますのでそこはご了承下さい。
... 2005/11/18(Fri) 16:55 No.404

◇Re: 前面展望動画 投稿者：銀河線
夜間撮影モードにしておきます(笑)
... 2005/11/18(Fri) 17:00 No.405

◇Re: 前面展望動画 投稿者：マリオ
所々自分も動画を撮影するすもりです。
... 2005/11/18(Fri) 18:33 No.410

◇Re: 前面展望動画 投稿者：きたろう
夜間撮影モードうちのビデオカメラについていたかな？（焦）
... 2005/11/18(Fri) 20:17 No.411

◇Re: 前面展望動画 投稿者：トマム
前面展望動画の撮影の希望は特にありませんが、デジタルビデオカメラ持参で全体的にいろいろ撮影したいと思っています。
... 2005/11/19(Sat) 00:52 No.432

☆航空機だとしたら 投稿者：トマム

▲前 ▼次

私は関東からの参加で、北海道入りはおそらく航空機になると思います。幸い、オフ会当日とその翌日までＪＡＬのバーゲンフェアとＡＮＡの超割の設
定日になっています。
関東から旅費を抑えて早く行かれそうなルートは、羽田からＪＡＬ１１５１便（７：４５）→とかち帯広→帯広駅からＳおおぞら３号で池田駅までかと思いま
す。（航空ダイヤはあくまで１月までのもの）
それでも航空運賃１２７００円、バス１０００円、ＪＲ運賃・料金７４０円かかりますが。
関空からとかち帯広まではバーゲンフェアの運賃設定にはなかったのでおそらく冬の運行はないと思います。
また、名古屋小牧からとかち帯広までの運行はあると思いますが、オフ会当日の搭乗では間に合わないし、機材がＣＲＪという小さな飛行機で約５０

人しか乗れないのでバーゲンフェアの枠は相当少ないと思います。
さらに、とかち帯広空港は残念ながらＪＡＬ便のみで上記の路線のみです。
羽田空港以外からの北海道入りは、やはり前泊が必要だと思います。航空会社をあえてＡＮＡ便にして、新千歳空港入りして超割利用者しか買えな
い帯広まで１日特急乗り放題の「北遊きっぷ（３０００円）」を購入。帯広から池田は別途７４０円を乗り越し精算して札幌・南千歳よりＳおおぞら３号で
池田駅までかと思います。
あと、Ｓおおぞら３号の自由席利用ですが、札幌から並んで乗車の場合以外は自由席には座れないかと思います。スキー客で人多すぎの列車です。
さらに、ＪＡＬ、ＡＮＡ共に羽田空港からの初便搭乗のスキー客が大量に南千歳より乗車します。トマムまでは大混雑です。（過去にスキーパックを利
用した体験より）
... 2005/11/19(Sat) 00:44 No.431

☆遅れました。 投稿者：分オイ

▲前 ▼次

大変、遅くなりまして申し訳ございません！ 正式に参加させていただきたいと思います。 参加表明が遅れてしまい、皆様にはご迷惑をおかけしまし
た。 皆様、どうか宜しくお願いします。
... 2005/11/19(Sat) 00:17 No.427

◇Re: 遅れました。 投稿者：たけ
了解しました！よろしくおねがいします。
パソコンのアドレスにもメールしました。
... 2005/11/19(Sat) 00:37 No.430

☆北見 宿泊情報その2 投稿者：こうすけ

▲前 ▼次

おはようございます。
北見での宿泊についてですが、私は民宿四ツ葉荘を予定しています。宿泊料金は2310円＋暖房費(300円程度)の2600円前後で宿泊でき、北見駅周
辺では最も安い宿泊施設だと思われます。駅からは歩いて10分程度です。
設備面では色々と「すごい」（といっても、普通の民宿並み）ですが、既に何泊かしており、「慣れて」いるのでこちらを利用する予定です。大きい部屋
では一室で3～4人程度泊まれます。
... 2005/11/18(Fri) 04:39 No.390

◇Re: 北見 宿泊情報その2 投稿者：たけ
情報ありがとうございます。駅から徒歩１０分とはいいですね。この安さも魅力ですね。
... 2005/11/18(Fri) 12:35 No.395

◇Re: 北見 宿泊情報その2 投稿者：Taku@Kitami
四ツ葉荘 初めて知りました・・・ リーズナブルに泊まるにはいいですね。それに飲み屋街の近くになりますね。ゆっくりされたい方は、毎日
温泉を運んでいる ピアソンホテルをおすすめします！。
あと２名様の場合は、スーパーホテル北見のウィークエンドプランがよいかと。ダブルのベット＋ロフトベットがあり、朝食付 ２名様で4,980
円（朝食付）です。
http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kitami/kitami.html
... 2005/11/19(Sat) 00:08 No.426

☆陸別の入換え 他 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

陸別の入換え手順は、確認した方が良いですねぇ。
事前に判っていれば、行動しやすいと思います。
置戸の停車位置は、７５３Ｄの北見方に合わせるのか、７１６Ｄの池田方に合わせるのか、確認してみて下さい。
７１６Ｄが出発した後、並びをバルブされる方もいると思うので＾＾
... 2005/11/18(Fri) 23:36 No.422

◇Re: 陸別の入換え 他 投稿者：たけ
わかりました。この件も、銀河線本社に問い合わせたいこと集＆お願い集をちかいうちにまとめたいと思います。
... 2005/11/18(Fri) 23:39 No.424

☆当日の車内 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

車掌さんが乗務去れずにワンマンになる事から、車内放送を使っての連絡事項のお知らせが出来ないと思います。
よって、カラオケマイクを使う手も＾＾
又、ビデオシステムがあるのならば、ちほく関連のビデオを流しても良いかも＾＾
録音される方もいらっしゃるようですから、予め注意事項を印刷した物を配布して、緊急案内以外、マイクを使わないと言う手もありますが。（案内は、
車外でのワイヤレスのみとか）
... 2005/11/18(Fri) 23:30 No.419

◇Re: 当日の車内 投稿者：たけ
ありがとうございます。ただ、現在お弁当の話題などで混雑していますので、車内での過ごし方の件は来週もういちど話をすすめさせいただ
いてよろしいでしょうか？

... 2005/11/18(Fri) 23:38 No.423

☆はじめまして 投稿者：トマム

▲前 ▼次

はじめまして。
鬼峠様のサイト経由でこちらにたどり着きました。
臨時列車のスジを見て、見た瞬間「熱すぎ」と感じました。こんなすごい列車に自分も乗車したいと思いました。
仲間に入れてください。よろしくお願いします。
... 2005/11/18(Fri) 23:18 No.417

◇Re: はじめまして 投稿者：たけ
宜しくお願いします。本当に熱いダイヤですね。
ＦＡＸが届いた時に、到着時刻をみて１８：３８。ヒョー！っと言ってしまいました。最初の方からでてくるので、およおよよよと出てくるところを見
ていました。
... 2005/11/18(Fri) 23:30 No.420

☆祝！ 勝訴！！ 投稿者：Taku@Kitami

▲前 ▼次

ダイヤ確認しました。たけさま や 鬼峠さまをはじめ、参加されるみなさまの要望を汲んでいただいたダイヤができあがりましたね！
全国からファンのみなさま ぜひ 十勝・オホーツク、そして銀河線へぜひどうぞ！
（定員超過するようでしたら、地元の私はサポート隊として併走させていただきたいと思います）
... 2005/11/16(Wed) 18:04 No.357

◇Re: 祝！ 勝訴！！ 投稿者：たけ
ありがとうございます。皆様のおかげです。
併走・・・。たしかに各駅で５分停車するので追いついたり、走行風景を撮影したりできるダイヤですが・・・。冬道ですしね。今後は当日に向け
ての企画ですね。
... 2005/11/16(Wed) 18:51 No.358

◇Re: 祝！ 勝訴！！ 投稿者：こうすけ
陸別3番線使用の件、おめでとうございます。皆さんで知恵を出し合った結果が見事に報われて嬉しいですね。川上10分停車も意外でした。
北見18時38分到着については、18時半ごろに北見のJR発着列車集中するため、少しずらした形になったのだと思います。この日は北見で宿
を取ります。あとは車内でのイベントなどといった企画の計画などですね。
... 2005/11/16(Wed) 18:58 No.359

◇Re: 祝！ 勝訴！！ 投稿者：あお
ダイヤ確認しました。凄い腕利きのブレーンの多さに吃驚してます。皆さんにお会いできることを今から楽しみにしております。
車内イベントで何しようか考えています。
... 2005/11/16(Wed) 19:25 No.360

◇無題 投稿者：鬼峠
このたびは大願成就おめでとうございます。見事に希望通りになって大変驚いています。
個人的に全駅に停車はさせないということにこだわりを持っていましたが，その点でも理想的なダイヤだと思います。
心配していた置戸駅は，普段1番線を使っている定期列車を2番線使用に変更してもらえたのですね。
http://www.onitoge.org/gazou/DIA5.pdf
... 2005/11/16(Wed) 19:43 No.362

◇Re: 祝！ 勝訴！！ 投稿者：ポニー１３９
ダイヤを添付したのが、良かったのでしょうか？
ダイヤグラムで見て見ましたが、ほぼ希望通りですねぇ。
... 2005/11/16(Wed) 21:13 No.364

◇Re: 祝！ 勝訴！！ 投稿者：本物のＪＲ運転士
メールは昨日頂いておりましたが、泊まり乗務でありましたので本日ダイヤを確認しました。
管理人さまをはじめ、参加される方々で作成したダイヤといっても大げさではないですね。
運転時刻が決定しましたので、これからは管理人さまも書かれていますように『オフ会を盛り上げる為の意見交換（サボ・記念撮影について
等）』の打ち合わせを行って、盛大なオフ会を成功させましょう！
... 2005/11/17(Thu) 23:52 No.381

◇Re: 祝！ 勝訴！！ 投稿者：k2
今晩は、ここ数日忙しく返信も出来ずに失礼しました。
当日の足回りが確定した事は、皆様の努力の賜物ですね。
これでいよいよ本格稼動って気分です。
厳冬期だから、どんなハプニングが起きないとも限らないので、それはそれで楽しみだったりして(笑)。
... 2005/11/18(Fri) 02:41 No.382

◇Re: 祝！ 勝訴！！ 投稿者：としあき
こんばんは
ダイヤですけど、展望動画派からいえば、ちほく案が一番だったのですが・・・
とはいえ、星空列車ができると、また違う動画が撮れそうでいまからわくわくしてきますね！
まあ、結論としては、私は動画で頭がいっぱいってことなのですが・・・

ハプニングですが、運休というハプニングだけは起きてほしくないですよね。せっかく楽しみにしていたのに、中止になるのは避けたいですよ
ね。
... 2005/11/18(Fri) 03:02 No.387

◇Re: 祝！ 勝訴！！ 投稿者：たけ
みなさん、そしてちほく高原鉄道のみなさん、当日長旅に付き合ってくださる運転手さんに感謝です。運休は最悪ですね。
... 2005/11/18(Fri) 15:36 No.400

☆北見について 投稿者：kit

▲前 ▼次

こんにちは。初めてカキコさせて頂きました！
管理人様、オフ会のダイヤ決定おめでとうございます！！
私は北見に住んでいるため･･･今回の参加は非常に迷っています(往復運賃関係のため
予算が確保できて決まり次第速攻で参加の意思を伝えたいと思います
さて、今回の北見宿泊の件についてですが、評判がいいのはパコjrとピアソンホテルのようです。ピアソンはちょっと高いのでお金に余裕のある方どう
ぞ＾＾；
翌日朝に9：10発特快きたみ旭川行き列車があります。旭川方面へ向かう列車はこれが時間的にも金銭的にもベストかと思われます
利用する方は、混む列車なので30分ぐらい前に並べばいいかと思います(汗)
＞皆様へ
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m北見のことで聞きたいことがございましたら遠慮なく聞いてください！
学生さんの参加はいますかね？私も大学生なのでいたら大歓迎です＾＾
... 2005/11/18(Fri) 12:31 No.394

◇Re: 北見について 投稿者：たけ
はじめまして。ようこそお越しくださいました。学生さんですか。私じゃだめですか？（私も学生みたいなものですよ）
あと本物の学生さんも確か数名いらっしゃったと思います。生徒もいます。お気軽にお越し下さい。
さて、予算ですか。そればっかりはがんばってください！としかお伝えできませんね。ただ、定員もありますので様子を見計らってお申込み下
さい。
... 2005/11/18(Fri) 12:43 No.396

☆はじめまして 投稿者：we

▲前 ▼次

先週参加表明しながら入るタイミングを逃してロムっていました、元本別町民の“ｗｅ”と申します。
（読みやすいＨＮにしたほうがいいですかね）
よろしくお願いします。
参加は確定ではありませんが（貧乏主婦なので自分でせっせと稼がないと･･･）、何か元地元民ならではのお手伝いができればと思います。と言って
も本別・足寄しか詳しくないんですけどね(^_^;)
... 2005/11/16(Wed) 22:45 No.368

◇Re: はじめまして 投稿者：たけ
こちらこそよろしくおねがいします。当日はいろいろなお話ができるといいなぁと思っています。女性の参加者はいまのところ数名ですので、私
の相棒も喜んでいます！
... 2005/11/16(Wed) 23:19 No.371

☆参加いたします。よろしくお願いし... 投稿者：としあき

▲前 ▼次

こんばんは。としあきです。
このたび、銀河線ＯＦＦに参加させていただくことになりました。大阪からの参加になります。
皆さんよろしくお願いいたします。
当日は、いろいろお役に立てればうれしいなと思っていますので、どうぞよろしく！
（ＭＳＮメッセンジャーも使用できます。ＩＤは、メールアドレスと同じです。よかったら、お気軽にお声をおかけ下さいませ。）
... 2005/11/16(Wed) 00:09 No.355

◇Re: 参加いたします。よろしくお願... 投稿者：たけ
こちらこそ宜しくお願いします！
当日までもいろいろご協力いただけるとうれしく思います！

... 2005/11/16(Wed) 00:17 No.356

☆皆様よろしくお願いします！ 投稿者：日高三股
先に参加表明されております皆様
東京在住の日高三股です！
今回ご縁あって家族で
この企画に参加させていただくことになりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
さっそくですが
コレクターとしては

▲前 ▼次

乗車記念券などの発行が気になるところです。
硬券で銀河線発行ともなれば
うれしいですねー！
... 2005/11/14(Mon) 15:45 No.353

◇Re: 皆様よろしくお願いします！ 投稿者：たけ
こちらこそ宜しくお願いします。乗車記念券はどのようなものかわかりかせんが、私は本別駅などでハガキより少し小さい「乗車証明書」という
ものを頂きました。なにももらえないかもしれませんが、ＦＡＸでアピールはしてみました。
... 2005/11/14(Mon) 21:21 No.354

☆ＦＡＸ原案 投稿者：たけ

▲前 ▼次

平成17年11月13日
北海道ちほく高原鉄道株式会社
代表取締役社長 神田孝次 様
「なまら北海道だべさ」友の会
代表 北海道 太郎 印

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。このたびは，臨時列車を運行していただけるとのこと，まことにありがとうございます。
さて，ご提示いただきましたダイヤについて参加者全員で検討させて頂きました。おおむね当方の希望を反映していただいているものの，一部希望
通りとはなっていない箇所がありました。つきましては，ダイヤグラム及び時刻表のとおり運行時刻を再度提案させていただきますので，運行の可否
についてご検討いただきたくお願い申し上げます。また，運行不能の場合には，そのご理由についてご回答いただけますよう併せてお願い申し上げ
ます。
運行ダイヤについて
●第一希望案１
参加者全員が希望しているダイヤですので、可能な限りこちらに近づけていただけると大変嬉しく思います。
１、高島駅での停車時間拡大について
木造駅舎を撮影したいので、５分ほどの停車時間をお願いします。
様舞駅の５分停車を通過にしていただいても構いません。
２、岡女堂駅の停車について
踏切設備の関係上ということで詳しくはわかりませんが、岡女堂工場様のご協力があれば停車時間は拡大できますでしょうか。本州からこの駅を
見る事が最大の目的として参加される方もいらっしゃいますので、可能であればお願いします。
不可能な場合は、数名になると思いますが、先行する７２３Ｄに乗車し、岡女堂駅から団体列車に乗車することが可能にできるようご検討下さい。

３、陸別3番線(留置線)の使用について
陸別駅での定期列車との交換が可能でありましたら全体的にゆとりがでるものと思います。陸別留置案が実現可能である場合は、足寄で726Dと交
換することも可能となり、
足寄の停車時間を増やすと、展望台にも登れそうです。なお、陸別側線の件ですが、2001年のSL銀河号運転の際、機関車が側線を利用して燃料の
補給などを行っていたことを根拠に提案させていただいています。参加者の中で多くの方が提案されていますので、不可能な場合は主催者としても
参加者に説明する必要があるのでご理由を教えて下さい。
なお，この第一希望案のダイヤグラムおよび時刻表を別紙として添付します。

... 2005/11/12(Sat) 12:33 No.336

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：たけ
●第二希望案
第一希望案の実現が不可能な場合，先日ご提示いただきましたダイヤの微調整案として、この案のご検討を宜しくお願いします。
１、出発時間の繰上げについて
池田出発時間を１２：１５頃まで繰り上げ，その時間を岡女堂，不可能な場合は足寄に当てる。
２、高島駅での停車時間拡大について
木造駅舎を撮影したいので，５分ほどの停車時間をお願いします。
様舞駅の５分停車を通過にしていただいても構いません。
３、上利別出発時刻を遅らせることについて
交換列車の撮影希望者に配慮するため上利別の出発時刻を13:59.15→14:00にする
４、陸別での停車時間を5分～8分程度確保することについて
笹森，大誉地，薫別の停車時間を2分30秒～3分程度に短縮し、陸別での停車時間を5分～8分程度確保，併設する道の駅での買い物などに
配慮する。
５、豊住追加停車について
上常呂での停車時間を2分30秒程度に短縮し，豊住2分30秒程度の追加停車
（希望者がいるため）
なお，当方の提示案にて運行不能の場合には，ご提示のあった時刻での運行で差し支えありません。何卒よろしくお願い申し上げます。
... 2005/11/12(Sat) 12:33 No.337

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：たけ
車両増結のご相談

現在約３０名のメンバーで実施を企画しています。今後も，その家族や友人と乗車人数が増える可能性があります。そこで，もう一両お借り
する事が可能でしょうか。また，そのためには最低何人の乗車が必要となりますか。この件についてもご返答下さい。不可能な場合は，４０名
になった時点で募集を打ち切ります。
ふるさと銀河線グッズ販売のご相談
当日は全国からふるさと銀河線ファン，北海道ファンが集まります。運行日が土曜日ということもあり，各駅でグッズを購入する事が不可能
だと存じますがいかがでしょうか。もし、不可能でありましたら，可能な限り車内でのグッズ販売をご検討していただけるとうれしく思います。ま
た，乗車証明証等をご用意していただけましたら，参加者の旅の記念にもなりますので，宜しくお願いします。
以上、ダイヤの件、車両の件、グッズ販売の件の３点についてご回答を宜しくお願いします。
... 2005/11/12(Sat) 12:34 No.338

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：たけ
ＷＯＲＤ文書とはレイアウトが異なってしまっていますので、メール添付もあわせてご確認下さい。ご意見はこの掲示板にお願いします。
... 2005/11/12(Sat) 12:35 No.339

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：鬼峠
ご苦労様です。ダイヤを描く前に何点か確認させてください。
●第一希望案
１、高島駅での停車時間拡大について
なぜここで高島駅についてだけ触れるのかわかりません。本案の場合高島駅と引き替えに様舞駅通過とする必然性もありません。
２、岡女堂駅の停車について
踏切と岡女堂の工場は何も関係がなく「岡女堂工場様のご協力があれば停車時間は拡大できますでしょうか」というのが意味不明です。
３、陸別3番線(留置線)の使用について
これはダイヤを示せば当然会社で検討することですので，あえて触れる必要はないと思います。機関車が燃料の補給を行っていたというの
も関係ないことです。
●第二希望案
１、出発時間の繰上げについて
池田出発を早めても高島から先に進めません。
その他2～5についてはまったく問題ないと思われ，話がややこしくなりますので，今あえて触れなくてよいのではないでしょうか。
要は，ダイヤを示して，「これでどうです。だめなら理由を教えてください」だけで良いと思います。
... 2005/11/12(Sat) 14:16 No.340

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：こうすけ
こんにちは。メール拝見しました。メールでの返信もしましたが、追記分も含めてこちらでも述べたいと思います。
１）陸別留置では、冬季であるために３番線側のホームの除雪がされていない可能性がありますので、事前に除雪作業をお願いする必要が
あるかもしれません。（今年の冬に訪れた際には、3番線側は除雪されていなかったと思います）この件を追記する必要があると思われます。
２）上記(●第一希望案－３、陸別3番線使用に当たって)で鬼峠様が「これはダイヤを示せば当然会社で検討することですので，あえて触れる
必要はないと思います」とありますが、この場合だと、ちほく側の誤解により、陸別留置案そのものが実現不可能になる可能性があります（ち
ほく側が3番線の使用を想定していない可能性があるため）。陸別3番線使用の件については、しっかりと明記する必要があるかと思われま
す。
３）第二希望案の池田出発を早める件についてですが、これは様舞での停車時間を5分程度確保するためのものです。ダイヤでも触れており
ますが、池田の発車時間を早めることにより、池田12:16→様舞12:22/12:27→高島12:33/12:38が実現可能となります。池田発を当初の通り
12:20とした場合、様舞あるいは高島での停車時間の片方が1分程度しか確保できません。
・様舞を通過、あるいは1分停車する場合、
あるいは
・様舞で5分停車、高島で1分停車する場合、
池田発は12:20でも問題はございません。
３）以前に塚本様が述べられておりましたが、CTCの関係で交換設備のない駅での停車時間は5分以上確保できない？?という話がありまし
た。詳細については私も分からないですが、仮にそうである場合は、岡女堂を含め、交換設備のない駅で5分以上停車するのは困難である
かもしれません。

よろしくお願い致します。
... 2005/11/12(Sat) 14:45 No.341

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：たけ
鬼峠様 ご返信ありがとうございます。
私の考えですが、ダイヤに関しての交渉は今回のＦＡＸが最後だと思います。次の返答以降に「あれを言ってみたらどうだったんだろう」という
ことでは遅いと思い、上記のようにしました。掲示板にご投稿いただいたご意見を全て集約する形です。こちらの意見をしっかり伝えたうえ
で、そのようにならなければ皆さんも納得されるのではないでしょうか。
一方で、鬼峠様のご指摘のように簡潔にダイヤを渡して検討していただくことも良いと思ってはいます。ダイヤを検討するのは電話に出た方
ではなく「専門家」ですので。文字よりダイヤのほうがいいというかもしれません。でも、不安なんですよぉ。確かにダイヤには全ての情報が入
っていますが、地図の読み取りと一緒で、細かく意図が伝わるかどうかが不安です。大丈夫でしょうかね・・・。
鬼峠様のご指摘のように、
●第一希望案
＞１、高島駅での停車時間拡大について
＞なぜここで高島駅についてだけ触れるのかわかりません。本＞案の場合高島駅と引き替えに様舞駅通過とする必然性もあり＞ません。
ここについては、ダイヤを提示するだけでも伝わりますので、記述は削除しましょう。
＞２、岡女堂駅の停車について
＞踏切と岡女堂の工場は何も関係がなく「岡女堂工場様のご協＞力があれば停車時間は拡大できますでしょうか」というのが意味不明で
す。
ごもっともです。ＣＴＣの関係という塚本様からの情報もありますので、ここは削除します。でも、そのあとの先行列車分乗の記述を残さなけれ
ばなりませんね。

＞３、陸別3番線(留置線)の使用について
＞これはダイヤを示せば当然会社で検討することですので，あえて触れる必要はないと思います。
これは今回のダイヤの最大のポイントですし、ダイヤの送信だけでも検討されるでしょうが、ここはしっかり意見しておいた方が結果に納得で
きると思います。ダイヤだけですと、「定期列車の行き違いに支障をきたすため」という簡潔な返答が戻ってきそうでなりません。たとえそうで
あっても、留置線のことに触れておくだけでもダメだったときの納得の度合いが違います。
第２案ですが、無難な調整案だと思っています。
もし、ここで触れないとなると、
＞当方の提示案にて運行不能の場合には，ご提示のあった時刻での運行で差し支えありません。
＞何卒よろしくお願い申し上げます。
の一文は削除しないとなりませんね。
... 2005/11/12(Sat) 14:54 No.342

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：こうすけ
こんにちは。陸別留置の件について、追記です。11月27日に銀河線で団体列車が運転されますが、この列車は推測では陸別の留置線を利
用するものと思われます。http://www7a.biglobe.ne.jp/~gingasen/pdf/11.7-hosimaturi-bun.pdf
この列車の場合、北見16:12(716D併結)→小利別17:37(この後、陸別まで併結回送と思われる)→陸別17:55
※陸別で3番線へ恐らく転線作業?(事由・717D、748Dが陸別で列車交換を行うため、転線を行わない場合、列車交換に支障をきたす)
※参考・717D(陸別19:33/19:39)、748D(陸別19:12着)
陸別(20:15ごろ)→小利別20:32→北見21:18

よって、陸別3番線使用は、ホームの除雪、その他の関係により列車から降りられるか、降りられないかは別問題になるかもしれません。た
だ、3番線の使用は過去の実績から見ても可能であると思われます。
... 2005/11/12(Sat) 15:33 No.343

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：鬼峠
いろいろ心配もあるようですので，ダイヤグラムに注釈を入れました。
http://www.onitoge.org/gazou/DIA4.pdf
http://www.onitoge.org/gazou/jikoku2.pdf
車両増結について，あまり人数が多くなると収拾がつかなくなるのではないですかね。
... 2005/11/12(Sat) 21:58 No.344

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：たけ
鬼峠様
このようなダイヤと時刻表を作っていただき本当に感謝しております。ありがとうございます。この注釈のあるダイヤならこちらの意図も伝わる
と思います。
ひとつご質問ですが、この原案の書き出しは以前の鬼峠様の書き込みを真似させていただきました。営業課御中とするのではなく、社長宛に
してあるのはこういう文書のマナーですか？ちなみに現在、貸切の件でやり取りしているのは営業課です。
車両増結の件は先ずは聞くだけ聞いてみます。当日まで期間があることで事前の準備にも時間をかける事ができます。それよりも、全国各
地から集まるという滅多にできないイベントになってきましたので、定員でお断りする状況は避ける事ができたらいいなぁとは思っています。ま
ぁ、まだ１両でもゆとりある人数ですが・・・。こればかりは読めません。
... 2005/11/12(Sat) 22:34 No.345

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：こうすけ
たけ様 鬼峠様
ダイヤグラム及び時刻表を拝見いたしました。ほぼ問題ないと思います。その他、ダイヤも含めて気になる点としては、
１）川上駅10分停車の件について
仮にCTCの関係があれば、川上と小利別でそれぞれ5分停車という時間配分になるかと思われます。
... 2005/11/12(Sat) 22:37 No.346

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：たけ
皆様のご意見ありがとうございます。
明日ＦＡＸします。
... 2005/11/13(Sun) 18:34 No.349

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：鬼峠
PDFのダイヤグラムを印刷するとき「文書と注釈」を選択しないと注釈が印刷されないと思いますがわかりましたか？
宛先は社長宛でも担当課長宛でもどちらでも良いと思います。
... 2005/11/13(Sun) 21:19 No.350

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：たけ
鬼峠様
印刷は大丈夫です。ありがとうございます。
ＦＡＸの性能が心配ですが、注釈がはっきりと見えるので大丈夫だとおもいます。がんばります。
... 2005/11/13(Sun) 21:40 No.351

◇Re: ＦＡＸ原案 投稿者：たけ
FAXしました。
... 2005/11/14(Mon) 12:06 No.352

☆マリオ様 投稿者：たけ

▲前 ▼次

マリオ様 こちらからのメールが届きません。hotmail受信不可でしょうか？
この度は、当サイトの企画にお申込みいただきましてありがとう
ございます。まさか、実現できるとは思っていなかったのが正直なところ・・・
でも、全国からこの路線に思い出を持った人たちがあつまるということなので、
思い出に残る楽しい会にしたいと思っています。
現在は、ダイヤの調整中です。
また、当日に向けてもみんなで交流を深める事ができれ
ば幸いです。それでは、今後とも宜しくお願いします。
ご都合が悪くなりましたら、その時はご遠慮なくメールを下さい。
なまら北海道だべさ
管理人 たけ＆さや
... 2005/11/11(Fri) 23:15 No.330

◇Re: マリオ様 投稿者：マリオ
こちらからのメールが届きませんというのはどういうことでしょうか？確かに申し込みのフォームに記入したはずのですが・・・。フォームに確認
のメールが届くことになっているようですが届いておりません。
... 2005/11/12(Sat) 23:01 No.347

◇Re: マリオ様 投稿者：たけ
hotmailでも大丈夫ですか？？もう一度やってみます。
昨日は送信しても１秒で返ってきちゃったんです。
... 2005/11/12(Sat) 23:03 No.348

☆第一希望案？ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

北海道ちほく高原鉄道御中
先日のご返答ありがとうございました。全区間を臨時列車として運行していただける
点など、大変感謝しております。
さて、参加者全員で検討させて頂きましたが、こちらから再度要望がございますので、
可能な限りご検討をよろしくおねがいします。
１、高島駅での停車時間拡大の検討をお願いします。
木造駅舎を撮影したいので、５分ほどの停車時間をお願いします。
様舞駅の５分停車を通過にしていただいても構いません。
２、岡女堂駅の停車について
踏切設備の関係上ということで詳しくはわかりませんが、
岡女堂工場様のご協力があれば停車時間は拡大できますか？
本州からこの駅を見る事が最大の目的として参加される方もいらっしゃいますので、
可能であればお願いします。
不可能な場合は、数名になると思いますが、先行する７２３Ｄに乗車し、
岡女堂駅から団体列車に乗車することが可能にできるようご検討下さい。
３、陸別3番線(留置線)の停車は可能ですか
可能でありましたら全体的にゆとりがでるものと思います。
陸別留置案が実現可能である場合は、足寄で726Dと交換することも可能となり、
足寄の停車時間を増やすと、展望台にも登れそうです。
上利別14:00→笹 森14:13/14:16→大誉地14:21/14:25→薫 別14:30/14:35→陸 別14:45
陸 別16:31→分 線16:37/16:40→川 上16:45/16:50→小利別16:57/17:00→置 戸17:16
置 戸17:43→(各駅停車)→訓子府18:05/18:10→(各駅停車)→北見18:35
なお、陸別留置線に関しましては、参加者の中で多くの方が提案されていますので、
不可能な場合は主催者としても参加者に説明する必要があるのでご理由を教えて下さい。
... 2005/11/09(Wed) 17:17 No.293

◇Re: 第一希望案？ 投稿者：複電圧車
そうですね？１回のやり取りで了解するのでなく参加される多くの方の意見を集約され再度交渉さえることは賛成です。
その結果が満足行かなくても努力して頂いたことに感謝します。岡女堂駅に立つことと、管理人様と塚本様に会うことも楽しみとしています。
他の方のご意見の中に３０秒停車という「ちょうちん」の付くダイヤ設定が必要なのか？とも思いましたが、一つづつ思い出を作ればと考えて
ます。いろいろご配慮頂き有り難うございます。出来れば定期の運行図表に当該列車のスジを書き込み載せて頂ければ幸いです。感謝！！
... 2005/11/09(Wed) 17:36 No.296

◇提案文(案) 投稿者：鬼峠
平成17年11月**日
北海道ちほく高原鉄道株式会社
代表取締役社長 神田孝次 様
「なまら北海道だべさ」友の会
代表 ○○ ○○ 印
謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
このたびは，私どもの無理なお願いにもかかわらず，臨時列車を運行していただけるとのこと，まことにありがとうございます。
さて，ご提示いただきまして運行ダイヤを拝見したところ，おおむね当方の希望を反映していただいているものの，一部希望通りとはなってい
ない箇所がありました。

つきましては，別添ダイヤグラム及び時刻表のとおり運行時刻を再度提案させていただきますので，運行の可否についてご検討いただきたく
お願い申し上げます。また，運行不能の場合には，その理由についてご回答いただけますよう併せてお願い申し上げます。
なお，当方の提示案にて運行不能の場合には，ご提示のあった時刻での運行で差し支えありません。
何卒よろしくお願い申し上げます。
謹白
※添付資料
http://www.onitoge.org/gazou/DIA3.pdf
http://www.onitoge.org/gazou/jikoku1.pdf

... 2005/11/09(Wed) 23:46 No.307

◇補足 投稿者：鬼峠
とりあえずは，簡潔に↑のような感じでよろしいかと思います。
○補足
岡女堂の長時間停車は，会社で無理と言っている以上，無理だと思います。
塩幌と笹森は踏切にかからないので停車時間を10分確保しました。
個人的には会社の提示案をそのまま受け入れてもよいと思っていますが， 北見着が遅くなるこの案を第1希望として提案してよいのかどう
か，再度みんなの意見を確認する必要があると思います。
11日深夜まで不在になりますのでよろしくお願いします。
ダイヤグラムの元データです↓。WinDIAというフリーソフトをダウンロードすれば簡単にダイヤと時刻表を作成することができます。
http://www.onitoge.org/gazou/GINGA2.DIA
... 2005/11/09(Wed) 23:46 No.308

◇Re: 第一希望案？ 投稿者：たけ
みなさんは、この案を第一希望にしていいですか？到着が遅くなっていますが・・・。
... 2005/11/10(Thu) 00:23 No.312

◇Re: 第一希望案？ 投稿者：こうすけ
こんばんは。
たけ様 この案を第一希望で賛成です。
鬼峠様の案の修正箇所としては、陸別の到着時刻を少なくとも15:42→15:38までにする必要があります。閉塞の関係で、後続の快速銀河が
上利別を15時39分に発車する前に陸別に到着する必要があるためです。
塩幌と笹森の停車時間を5分程度に短縮し、また、陸別駅の手前では作業に要する時間を考慮して、薫別～陸別間の所要時間を7分→10分
程度見積もっておくと、後続列車に対して時間的余裕が生まれます。そのため陸別の到着時刻は、遅くとも15時35分ごろにしておくと良いと
思います。
個人的ではありますが、この際は大森にも5分ほど停車し、池田～陸別間を各駅停車にしたほうが良いような気がします。池田の出発時刻を
5分ほど早めることで停車可能です。

よろしくお願い致します。
... 2005/11/10(Thu) 01:03 No.313

◇Re: 第一希望案？ 投稿者：本物のＪＲ運転士
こんにちは。
私も、この『第一案』をもとにした内容で宜しいかと思います。北見着が1830頃になるみたいですので、そこから懇親会といった流れで時間的
にも良いと個人的には思っています。
他の参加者の方々の『最も多い意見（運転時刻）』に従うというのが私からの答えです。
... 2005/11/10(Thu) 16:19 No.321

◇Re: 第一希望案？ 投稿者：きたろう
僕も第一希望にして良いと思います。
懇談会も中々良い時間に始まりそうなんで。
相手はお役所のような会社というのが、
たけ様の苦労から感じさせられます。
... 2005/11/10(Thu) 20:30 No.322

◇Re: 第一希望案？ 投稿者：塚本雅浩
人から聴いた話で検証していないため申し訳ないのですが、銀河線はＣＴＣで管理されているので、５分以上停車すると事故扱いになってし
まうため、このようなダイヤを組んで来たらしいです（私にはよく理解できませんが…）。
確かに、交換可能駅以外では見事に５分以内の停車時間ですよね。…だとしたら、やはり少なくとも交換可能駅以外の所では、５分以上の
停車時間は無理なのかも知れませんね。
... 2005/11/11(Fri) 00:39 No.327

◇Re: 第一希望案？ 投稿者：k2
今晩は。
自分もこの案を第一希望案とする事に賛成です。
最終的に参加される方々の総意であればベストですが、相手があることなので、先ずはこちらの希望をはっきり提示する事だと思います。
... 2005/11/11(Fri) 00:56 No.328

◇Re: 第一希望案？ 投稿者：こうすけ
こんばんは。
陸別側線の件ですが、2001年のSL銀河号運転の際、機関車が側線を利用して燃料の補給などを行っていた模様です。
http://www15.plala.or.jp/chihoku/sl/ueda7_27.html
この件も含めて、問い合わせをしてみると良いと思います。

... 2005/11/11(Fri) 01:21 No.329

☆無題 投稿者：Taku@Kitami

▲前 ▼次

たけさま
オホーツク夜行きっぷだとそのお値段ですが、北見→池田の銀河線運賃かかりますよね。
私は夜行の場合は、放送大学聴講生で学割を適用したドリーミントオホーツク号（往復割引 ８，８００円）が必須です。
一番疲れないのは、金券ショップで 札幌→池田のＲきっぷばら売りを購入、帰りも 北見→札幌のＲきっぷor夜行バス利用でしょうか。
複電圧車さま
関西＝とかち帯広・釧路線 季節運航になってしまいましたね。昨年度は12・１月のみ運休していたようにも思いますが、今年度は不明です。
それに土曜朝出発で 大阪方面から新千歳経由のスーパーおおぞら３号は間に合いません。なので夜行バスで東京移動し、羽田から始発でとか
ち帯広or新千歳へとなるのでしょうか。
もちろんタイミングがあえば、トワイライトエクスプレスで北海道へというのも素敵ですね！
... 2005/11/09(Wed) 22:08 No.302

◇移動 投稿者：たけ
Taku@Kitami様ありがとうございます。
私の場合は相棒も一緒なので悩むところです。レール＆ホテル切符も検討しています。北見から池田は早朝ですが乗ってもいいかなと。
... 2005/11/09(Wed) 22:19 No.304

◇Re: 無題 投稿者：あお
トワイライトは予約がアッと言う間に一杯になってしまいますよね。
... 2005/11/10(Thu) 10:06 No.319

◇Re: 無題 投稿者：あお
あと、関西方面から高速バスで東京経由でしたら都内から羽田まで移動は以外に時間掛ります。裏技として伊丹から新千歳へ最終便で行っ
て新千歳のターミナルに併設しているホテルに宿泊する事をおすすめします。ネット予約ですと安く泊まる事が出来ます。
... 2005/11/10(Thu) 10:15 No.320

☆鬼峠様のご投稿を転載（一部修正） 投稿者：たけ

▲前 ▼次

リンクになっていないので親記事にしました。
ダイヤグラムの元データです↓。WinDIAというフリーソフト
（http://www.vector.co.jp/soft/win31/home/se021682.html）
をダウンロードすれば簡単にダイヤと時刻表を作成することができます。
http://www.onitoge.org/gazou/GINGA2.DIA
... 2005/11/10(Thu) 01:24 No.315

◇Re: 鬼峠様のご投稿を転載（一部修... 投稿者：たけ
簡単に・・・って結構難しいですね。
ちなみに、論文をやっていてこの時間になりました。このソフトと格闘したわけではないですよ。本当ですよ。念のため・・・。まぁ、ちょっとはや
りましたが・・・。
... 2005/11/10(Thu) 05:11 No.316

◇Re: 鬼峠様のご投稿を転載（一部修... 投稿者：こうすけ
おはようございます。
川上駅の件、修正版をメールでお送りしました。もうひとつ補足ですが、分線16:38発→16:37発に修正をお願い致します。これで川上で10分
の停車時間を確保できます。
... 2005/11/10(Thu) 05:32 No.317

◇Re: 鬼峠様のご投稿を転載（一部修... 投稿者：きたろう
Win DIAですか。一回作ったことありますが信号所での時間が中々合わないので難しいですよ。ふるさと銀河線は信号所ありませんが・・・
... 2005/11/10(Thu) 07:55 No.318

☆第２希望微調整案？ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

こちらは、陸別の留置線使用を含む、第一希望案が不可能な場合は、こちらのご検討をお願いします。
１、池田出発時間を１２：１５頃まで繰り上げ、その時間を岡女堂駅、不可能な場合は足寄駅に当てる。
２、様舞に５分停車を高島に５分停車にする。
（木造駅舎を楽しみたいため）
３、上利別の出発時刻を13:59.15→14:00にする
（交換列車の撮影希望者に配慮するため）
４、笹森、大誉地、薫別の停車時間を2分30秒～3分程度に短縮…
(陸別での停車時間を5分～8分程度確保、併設する道の駅での買い物などに配慮)
５、上常呂での停車時間を2分30秒程度に短縮し、豊住2分30秒程度の追加停車
（希望者がいるため）
なお、こちらの場合は、できれば北見到着後に北見運転所見学などさせていただけないでしょうか？まことに勝手なお願いですが、そちらでグッズの
販売会もしていただければ途中駅であわてて買い物をすることもありませんので、多くの参加者にご満足いただけると思います。

以上についてのご検討をお願いします。
... 2005/11/09(Wed) 17:29 No.295

◇Re: 第２希望微調整案？ 投稿者：Taku@Kitami
銀河線 有人駅＆本社は、土・日休業のためグッズや回数券購入できないんです。今までの例では車内で販売会をされたケース（光富大
麻駅長の企画したツアーなど）は聞いています。
... 2005/11/09(Wed) 22:11 No.303

◇Re: 第２希望微調整案？ 投稿者：たけ
土日は休みなんですか。ありゃりゃ。では、一応運転所見学のお願いは残しておいてもダメという返答が予測されますね。
「または、グッズの車内販売をおねがいできますか」という一文を加えます。
... 2005/11/09(Wed) 22:21 No.305

◇Re: 第２希望微調整案？ 投稿者：たけ
到着が遅くなる第１希望案と提案されたものの微調整案、どちらを第一希望にしましょう。第一希望のスレッドとあわせましてご意見ください。
... 2005/11/09(Wed) 23:59 No.309

◇Re: 第２希望微調整案？ 投稿者：ポニー１３９
第１希望案，第２希望案ともに、たけ様の文章の方が、言いたい事をはっきり言っているので、相手も判りやすく、良いのではないでしょう
か？
鬼峠さまの文章は、抽象的で事務的な文章だと思います。

質問内容もありますから、第一案を第一案で良いと思いますが＾＾
... 2005/11/10(Thu) 00:10 No.310

◇Re: 第２希望微調整案？ 投稿者：たけ
簡潔な方が好まれる（事務的なものに見慣れている）場合もありますので鬼峠様の書かれたものの方がウケがいいのかもしれませんが、細
かいことも提案しておきたいところですので、最終的には折衷案になると思います。
ダイヤや時刻表も効果的だと思います。
... 2005/11/10(Thu) 00:22 No.311

☆お得なきっぷ情報 投稿者：たけ

▲前 ▼次

札幌から池田へ。本州から池田へ。
お得な情報がありましたらご教示ねがいます。
... 2005/11/04(Fri) 12:09 No.186

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：ポニー１３９
ＪＲ北海道のサイトで検索すると池田まで使える割引切符は、少ないですねぇ。
（帯広までなら、いっぱいあるけど＾＾）
＊Ｒきっぷ（往復指定席タイプ）札幌～池田 １３，０６０円
＊道東フリーきっぷ（フリー区間まで、特急指定席利用可）
札幌・新千歳発 １９，８００円
｛フリー区間は、石北線北見～網走間／根室本線帯広～根室／釧網線全線／／フリー区間内は、特急自由席可｝
道外から飛行機で来られる方は、パックツアーにオプションで付いている「ＪＲフリーパス／道東」がお得です。
旅行会社によって若干違いますが、北海道観光事業（ライフ）の場合は、３日間１３，４００円・４日間１４，８００円と、ＪＲのオリジナルより安く
て、フリー区間も指定席可能です。（ただ、道内での引き換えの時に、初めて指定券が叩けるので、満席の場合も十分にある）
... 2005/11/04(Fri) 13:46 No.187

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：あお
ＪＲですと帯広辺りまででしたら調達可ですが、後は旅行代理店のパックツアーのオプションでしたらあります。値段はＡＮＡとＪＡＬは同額です
が、他の代理店については？です。
ちなみに自分で手配したフリーパスは４日有効で１５０００円ですね。
... 2005/11/04(Fri) 13:57 No.188

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：Taku@Kitami
東京羽田→とかち帯広、女満別→東京羽田などの ANA超割orJALバーゲンフェアの利用が一番かと思います。（片道12,000円＋保険料
など）
女満別→東京羽田については、２月10日よりAIRDOが就航しますので、AIRDOスペシャルで１万円＋保険料などが利用可能と思います。
最近超割関係の優先予約が早くなってきています。たぶん12月早々に優先予約はじまりますので、マイレージ会員でない方はなられておい
た方がよいと思います。

... 2005/11/04(Fri) 15:20 No.191

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：あお
特割の航空券ですが、各航空会社がマイレージ会員に対し一般へ発売する前に優先予約の受付をしてますから会員登録した方がお得で
す。
気を付けておかなければならないのは航空券の予約をしたら３日以内に購入しないと予約取り消しになります(12月以降の予約から)

特割の航空券で搭乗する時にはいつもより早目に空港へお越しください。(搭乗手続き・手荷物検査・受託手荷物の航空機積み込みが普段
以上に多く大変混みあうため)
それとカメラ・パソコン等の壊れ易いものは受託手荷物にせず出来る限り手荷物として機内持ち込みしてください。
(最近、受託手荷物のカメラ・パソコンの破損が大変多くなっている為)
... 2005/11/04(Fri) 17:16 No.195

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：あお
言い忘れましたが、羽田から搭乗(乗り継ぎ)する際には航空券の代金に羽田の施設利用料が掛ります。これ以外に燃料代の負担分、保険
代も掛り片道700円程度航空券購入時に掛ります(ネットで予約・決済すると割引され負担分も少ないです。)
... 2005/11/04(Fri) 17:48 No.197

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：k2
朝の羽田空港はラッシュアワー並みに混んでいます。
冬場は特にスキー客が多く、委託手荷物長蛇の列ができます。かなりの余裕を持って出かけられた方がいいと思います。
皆さん旅慣れている方なので、手荷物は少なめにですよね。
... 2005/11/04(Fri) 23:48 No.198

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：あお
羽田の混み具合ですが、ターミナルが２ヶ所になったので少しはよくなりましたが、相変わらず朝の混雑は続いてます。
自分の場合は羽田の近くに宿泊して５時半のオープンにターミナル入りします。カウンターが開いたと同時に手荷物を預け６時前には搭乗ゲ
ートの近くにいます。
いつもこの辺りで早目の朝ご飯食べて出発します。
... 2005/11/05(Sat) 06:01 No.202

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：あお
２月のＪＡＬバーゲンフェアの予定が出ました。
２月は１７日～２６日に設定があります。
発売は１２月１６日～２５日の間です
値段ですが・・・
東京～札幌１１０００円
東京～とかち帯広・女満別１２０００円です。
... 2005/11/05(Sat) 21:05 No.208

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：たけ
東京～札幌１１０００円
東京～とかち帯広・女満別１２０００円です。
バーゲンだとこんなに安いんですか！！！！驚きです。
... 2005/11/07(Mon) 00:53 No.225

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：あお
東京から北海道方面はこの位の料金です。(札幌・函館・女満別・釧路・とかち帯広)
路線によっては１万円を切る区間もあります。
ですが、設定してある席数は限られているのと予約開始と同時に満席便も出るので毎回争奪戦状態です。
... 2005/11/07(Mon) 10:31 No.226

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：Taku@Kitami
重大な情報提供忘れていました・・・ＡＮＡ超割を利用された当日・翌日は道央圏と帯広・旭川までのエリアを特急自由席乗り放題で3,000円
の北遊きっぷが発売されます。http://www.jrhokkaido.co.jp/network/kipp/e_4.html
帯広＝池田間 別払いとなりますが、ご参考にしてください。
（ＪＡＬバーゲンフェアやＡＩＲＤＯスペシャルでは使えません・・・）
... 2005/11/07(Mon) 23:15 No.263

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：あお
帯広～池田間は４４０円です。(普通乗車券)
... 2005/11/08(Tue) 09:29 No.276

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：Taku@Kitami
スーパーおおぞら３号（新千歳空港９：１９発エアポートに接続）利用の場合は、帯広＝池田間が必然的に特急利用ですので、特急料金 ３
００円がかかりますので、７４０円となります。
... 2005/11/08(Tue) 23:44 No.287

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：複電圧車
いろいろ書かれてますが、関空・伊丹からとかち帯広間は何か出物ありますか？２泊３日の行程で、まだ予定は立てていませんが、参考まで
にご存じの方お教え下さい。よろしく！！
... 2005/11/09(Wed) 17:21 No.294

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：きたろう
複電圧車様今の時期は確か関空から帯広行きの飛行機はないはずです。最近季節便になったので詳しいことはわかりませんが、千歳から
入った方が確実ではないでしょうか？
... 2005/11/09(Wed) 18:06 No.297

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：あお
関西方面からは新千歳入りをおすすめします。
帯広入りですとＪＡＬの場合羽田空港で乗り継ぎになりかなり時間とお金のロスになります。

... 2005/11/09(Wed) 18:55 No.298

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：たけ
私の予定・・・
スーパーおおぞらではなく、オホーツク往復で検討しています。札幌-北見往復9,580円で江別から乗車可能。でもなぁ…
一番安く、そしてイベント前に疲れない方法を考え中です。
... 2005/11/09(Wed) 19:28 No.299

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：複電圧車
＞きたろう様・あお様へ
ご教授有り難うございます。帯広便は季節便になってるんですか？伊丹・帯広間就航記念のイベントに協力させて頂いたのに、残念！！僕
は札幌入りで考えます。頭の中はもう２～３日先の出発の対応ですね、２月２５日まで持つかな？気持ちが、、、、。
... 2005/11/09(Wed) 21:02 No.300

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：きたろう
複電圧車さん昔は帯広⇔伊丹だったんですか？夏季に運行している季節便は帯広⇔関空のはずですが（一回乗ったことあるんで。）何にし
ろ新千歳までいってスーパーおおぞら3号で池田に行くのが確実ですね。
... 2005/11/09(Wed) 21:16 No.301

◇Re: お得なきっぷ情報 投稿者：Kazuo
こんばんは。ここへの登場は久しぶりになってしまいました。
私はTaku＠kitamiさま、あおさまのご意見を参考に、JALマイレージクラブに入会して、早期超割（福岡～新千歳）の座席確保を行うことにしま
した。情報をいただきましたご両人様には、この場を借りてお礼申し上げます。
超割だと、こんなに安いんですね。ビックリしました。福岡～新千歳間は１２０００円でした。飛行機については無知に等しいので、これを機に
飛行機にも足を踏み入れることになりそうです。
しかし、超割を使うと北海道がこんなに近く感じるなんて、知らなかったなぁ・・・。
管理人様＞＞
メールをいただいた件についてですが、地理が全く分かりませんので分かる方のご意見に一任する形になってしまいますことをご了承くださ
い。いずれにせよ、全国各地からいろんな方とお会いできることを楽しみにしておりますので・・・。
... 2005/11/09(Wed) 23:39 No.306

☆結局のところ・・・ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

どのようにＦＡＸしたらいいと思いますか？
正直困ってしまいました。
陸別交換＆足寄で時間を確保できるようなダイヤになればいいのですが。岡女堂は踏切がなりっぱなしでどうしてもダメだという事であれば、先行列
車に一部分乗ということも手段としてはありだと思いますが。
その、陸別での交換を訴えるいい方法は何かありますか？
... 2005/11/08(Tue) 22:48 No.285

◇Re: 結局のところ・・・ 投稿者：Taku@Kitami
実は気になることがあるんです。ちほくは赤字会社ですし、昨今の燃料高騰という現状があります。
途中駅で停車時間を長くとればとるほど、アイドリングで燃料費がかさみます。また人件費もかかる実情にあります。（それに１０１を北見＝池
田回送しますし）
またちほく側の収入にしてみると、停車時間を長くしてもほとんどかわらない（参加人数が増えるとは思うのですが）と思っているものと思わ
れます。
私は全区間臨時列車を仕立ててくれただけで、あの会社にしては善処されていると思うのですが。
要望として、鬼峠さまが作成されたダイヤを添付し、こちらの要望はこうなっていますが、いかがでしょうかと聞くことがよいかと思います。
... 2005/11/08(Tue) 23:40 No.286

◇Re: 結局のところ・・・ 投稿者：たけ
鬼峠様のダイヤをつけてみますか。鬼峠様、添付してよろしいでしょうか？
... 2005/11/09(Wed) 00:18 No.289

◇Re: 結局のところ・・・ 投稿者：たけ
ご相談です。
このオフ会のページのアドレスをＦＡＸに載せてみるというのはいかがでしょうか。一部削除しておかなければいけないような内容もあるかもし
れませんが。案としてまとめたものを送るにしても、これだけこちらでも考えているという事がわかりますし・・・。見てもらえることは期待できな
いかもしれませんが。
... 2005/11/09(Wed) 00:48 No.290

◇Re: 結局のところ・・・ 投稿者：あお
たけさん、だいぶお困りのようですが、ｔａｋｕさんの意見は正にちほくの現状そのものなんですよね。
ダイヤなどよく見ているとちほくもこちらからの意見を元にかなりギリギリの線で組んでいるようです。この単独貸し切り運行はＪＲの場合と違
って色々な制約を受け易いため物凄くちほく側も大変なんです。
自分の提案として停車駅の数を減らす方法もありかなと思います。撮影・見学をされる方は先行列車で行ってもらい予め指定した駅から乗車
してもらう形を取った方がいいと思います。
... 2005/11/09(Wed) 05:42 No.291

◇Re: 結局のところ・・・ 投稿者：こうすけ

片道の単独運行なので、人件費や各種調整などでちほく側も大変かとは思います。ただ、せっかくの単独運行ではありますので、ダイヤグラ
ムor時刻表を添付の上、幾つかの案を希望順にFAXしてみると良いと思います。
... 2005/11/09(Wed) 07:58 No.292

☆ダイヤの返答 投稿者：たけ

▲前 ▼次

ダイヤの返答がきました。いかがでしょう・・・。
... 2005/11/07(Mon) 17:12 No.233

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：たけ
ちほく高原鉄道さんに電話したところ、これが限界だということなんです。設備の関係で長時間停車ができないところもあるとか。出発時間を
遅らせて何とかならないかということで聞きましたら、夕方遅い時間までずれることになってしまうのではないかと。まず、このダイヤでいいの
か、それともキャンセルするのか、相談してくださいというような内容でした。
... 2005/11/07(Mon) 17:19 No.234

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：きたろう
岡女堂5分というのが・・・
やはり長時間停車を想定していない
設備なので仕方ないのでしょうか。
まぁしょうがないことですね。
... 2005/11/07(Mon) 17:24 No.235

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：たけ
明るい時間に北見に着く事ができるというメリットはありますね。様舞より高島に停車時間が欲しい。どちらかといえばですが。
... 2005/11/07(Mon) 17:26 No.236

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：きたろう
それぞれ2分停車ぐらいにしたらどうですか？陸別についてもちょっと長く停車しても良いと思います。
... 2005/11/07(Mon) 17:30 No.237

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：たけ
陸別は道の駅なのでおもしろいといえばおもしろいんですが。。。廃線後も残る駅なので１０００歩譲って。
... 2005/11/07(Mon) 17:39 No.238

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：きたろう
そうですね。廃線後駅名表も残してくれれば良いですね。足寄など他の駅も記念館などの形態で残してほしいですが・・・
... 2005/11/07(Mon) 17:43 No.239

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：たけ
まぁ、廃線後の話はおいておきましょう。北見到着後ワイワイやる時間がたっぷりですなぁ。
... 2005/11/07(Mon) 17:47 No.240

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：きたろう
そうですね。これならオホーツク8号に･･･は乗れないな。やはり10号にお世話になるのかな？まぁしっかりした予定が出てから考えよう。
... 2005/11/07(Mon) 17:51 No.241

◇Re: ダイヤの返答・せめて１５分留... 投稿者：複電圧車
岡女堂駅に５分？僕はここを見る為に参加します。それが５分では？？？これが限界ですか？勝手な意見でゴメンなさい。せめて１５分。
... 2005/11/07(Mon) 18:53 No.243

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：たけ
本当に５分とはつらいですね。岡女堂の話は電話で言いました。ちょっと離れたところで待ってもらってもダメですかと。それでもうちではどうし
ようもないというようなものでした。みなさんのご意見を集約して再度勝手にＦＡＸしてみようとは思いますが、なんともいえない状況です。すみ
ません・・・。
... 2005/11/07(Mon) 19:00 No.245

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：k2
メール、ありがとうございました。
ダイヤは、いかにも官僚的な発想だなぁと感じます。
細かい詰めの段階でどこまで譲歩してくれるかですね。
... 2005/11/07(Mon) 19:35 No.247

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：ポニー１３９
踏み切りの関係ならば、岡女堂で５分も停車できないはずです。
５分も停車出来るという事は、踏み切りは関係ないと思います。
... 2005/11/07(Mon) 22:20 No.257

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：ポニー１３９
連続投稿でスイマセン。
ちほく高原からの回答をスジを引いて考えてみました。
まず、このダイヤを提案した理由を考えると、
ｏ陸別の３＃を使用したくない。
ｏ置戸にて、７５３Ｄに併結したくない。
この事から、考え出されたダイヤだと思います。

回答ダイヤを見て、疑問に思ったのは、置戸にて７４６Ｄ～７５１Ｄ入換えとありますが
留置すると思われる場所は、モーターカーの出庫線で、旅客車の留置はしていないと思います。
尚、こちら側の希望ダイヤ７５３Ｄ併結は、不可能だと思います。
７５３Ｄになる車両は、７１６Ｄ北見方解放車を充当すると思われるからです。
よって、希望ダイヤを変更して、
置 戸１７：４２発
訓子府１７：５９着，１８：０８発（７４０Ｄ交換）
北 見１８：３０着
が良いと思います。
又、こちらの意図を、ちほく高原側が十分に把握しておらず、
たんなる廃止前の乗り鉄団体のように考えられているのかも、知れません。
... 2005/11/07(Mon) 23:08 No.260

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：Taku@Kitami
このダイヤだと、JAL東京行最終便（連絡バス19:00発）、中央バス高速ドリーミントオホーツク号 札幌行（19:20発）へは、懇親会出席後に
お乗りいただけると思います。
ダイヤの交渉もありますが、北見到着後 北見運転所見学などの案はいかがでしょうか？そちらでグッズの販売会もしていただければとい
うことで・・・
... 2005/11/07(Mon) 23:12 No.262

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：こうすけ
こんばんは。
私もポニー１３９さんの提案に賛成です。陸別の留置線が活用できれば全体としてかなり余裕が出てくるので、何とか実現してほしいもので
す。この点についても問い合わせてみると良いと思います。
... 2005/11/07(Mon) 23:42 No.264

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：こうすけ
上記より補足です。

・陸別3番線(留置線)の停車が実現可能な場合の仮案
上利別14:00→笹森14:13/14:16→大誉地14:21/14:25→薫別14:30/14:35→陸別14:45/16:31→分線16:37/16:40→川上16:45/16:50→小利別
16:57/17:00→置戸17:16/17:43→(各駅停車)→訓子府18:05/18:10→(各駅停車)→北見18:35

いかがなものでしょうか？
... 2005/11/07(Mon) 23:52 No.265

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：鬼峠
踏切の件はまったく忘れていました。置戸駅で定期列車併結の件もご指摘のとおりであり，まったく申し訳ありませんでした。
とりあえずちほく社案をダイヤに落としてみました。
またポニー１３９さんご提案のダイヤも併記しました。
http://www.onitoge.org/gazou/DIA1.pdf
ちほく社案の微調整でいくか，北見着を遅らせて再度組み立て直すかのいずれかではないですかね。
踏切はたぶん停まっている間，ならしっぱなしにするのでしょう。それも申し訳ない気がします。岡女堂に行きたい人は723Dで先発してもらう
という手もあると思います。
... 2005/11/07(Mon) 23:55 No.266

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：鬼峠
こうすけ様案(黄緑)を追加しました。
http://www.onitoge.org/gazou/DIA2.pdf
... 2005/11/08(Tue) 00:02 No.268

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：こうすけ
鬼峠様
早速ダイヤを拝見させていただきました。陸別留置案が実現可能である場合は、足寄で726Dと交換することも可能ですね。足寄の停車時間
を増やすと、展望台にも登れそうです。
陸別の留置線に入る場合は、薫別～陸別間のダイヤを10～12分程度見積もると共に、到着時刻を15時30分ごろにしておくと、後続列車に対
しても作業時の余裕時間が生まれると思います。

私としては陸別直通、陸別留置のどちらの案でも賛成ですが、留置が可能な場合は是非とも留置案でお願いできればと思っております。
... 2005/11/08(Tue) 00:21 No.271

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：たけ
ううううう！おおおおおおっ！
皆さんの素晴しいアイディアを本社に伝えて何とか変更したいです！陸別の留置線！これがキーワードですね。
... 2005/11/08(Tue) 00:36 No.272

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：こうすけ
たけ様
度々失礼しております。陸別留置案については、726Dとの「上利別交換案」と「足寄交換案」の2種類を用意しておくと良いと思われます。

話題性がある「上利別交換案」と、本別～陸別で時間的余裕がある「足寄交換案」のどちらとも捨てがたいですが、これについても皆さんの
意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

... 2005/11/08(Tue) 00:49 No.273

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：ポニー１３９
ちほく高原鉄道側にＦＡＸで送信するので、難しいと思いますが、ダイヤグラムでの素案も提出できれば、こちらの真剣度がわかって頂ける
と、思います。
Taku@Kitami さんご指摘の通り、遅い時刻になると、懇親会に出れずに、お帰り頂く事となりまし、北見着については、難しいですねぇ。
... 2005/11/08(Tue) 00:59 No.274

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：あお
かなり厳しい回答ですね。ダイヤの制約と他の列車の兼ね合いがダイヤにでて来ています。まだ時間がありますからサプライズで帯広からＪ
Ｒにお願いして銀河線経由で臨時列車を出してもらう手もありですよ。逆にＪＲでしたら交渉の余地はあると思います。
... 2005/11/08(Tue) 08:05 No.275

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：本物のＪＲ運転士
管理人さま、昨日のMessengerで会話した際に出た『ダイヤについてのご意見求む』は、やはりいろいろな意見が出ていますね。
私は、事情を知りませんので出来ましたら以下の件について皆様からのご教示を頂きたく思いますので宜しくお願いします。
活発な意見が出ていますが、線路事情等を知らないと発言すら出来ません。（汗）
・岡女堂での『踏切』についての詳細。（なぜ、ちほく側が拒んでいるのかの理由も）
・『行き合いが出来る停車場』は、どの駅なのか？
・普段から、池田にて分併をする列車があるかどうか？
以上、宜しくお願いします。
... 2005/11/08(Tue) 13:07 No.277

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：こうすけ
本物のJR運転士様
行き合いが出来る停車場は以下の通りです。
高島、本別、足寄、上利別、陸別、置戸、訓子府、上常呂
ちなみに本別駅には3番線があります。冬はホームの除雪がされており、現在も使用可能であると思われます。
http://www.merry21.jp/furusatogingaline/honbetsu/honbetsu6.jpg
陸別留置案が実現不可能な場合は、本別3番線留置案も考えられます。本別での停車時間は長時間に及ぶ可能性があります。ただ、駅周
辺には郷土資料館や温泉、食事処などもありますね。
... 2005/11/08(Tue) 18:02 No.278

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：こうすけ
以下、本別3番線仮案です。
池田12:20-様舞12:26/12:30-高島12:36/12:41-大森12:46/12:50-勇足12:55/13:00-南本別13:03/13:08-岡女堂13:13/13:18or28-本別
13:25or13:35
本別15:26-仙美里15:32/15:34-足寄15:40/15:48-愛冠15:54/15:58-西一線16:02/16:05-塩幌16:09/16:12-上利別16:16/16:22-陸別
16:39/16:40-川上16:50/16:53-置戸17:16/17:43-訓子府18:00/18:10-北見18:32or40
... 2005/11/08(Tue) 18:26 No.279

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：Taku@Kitami
一番気になることなのですが、途中停車駅での停車時間を長く確保することによって、運賃収入が変わらないものの、燃料代＆人件費がか
さむ形となります・・・
岡女堂については、見学希望の皆様は定期列車で先行し、岡女堂より参加というプランも必要かもしれませんね。
... 2005/11/08(Tue) 18:31 No.280

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：きたろう
やはり様舞30秒というのも大げさでは。
せいぜい1分は止まってほしいです。
... 2005/11/08(Tue) 18:39 No.281

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：たけ
こういうようにすると参加者が増える！というよことも必要ですよねぇ。岡女堂２０分→５分などかなり減らされているわけですから。
... 2005/11/08(Tue) 18:42 No.282

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：TAKA
ダイヤのメール見ました。
みなさまの意見を拝見させていただきました。参加者の意見・希望１００％通ることは難しいのでしょう。ちほく高原鉄道さん側も様々な問題が
あるのでしょうけど、わたしは、本州からの参加予定ですので、おそらく最後（？）のちほく高原鉄道乗車になると思います。（廃止が白紙にな
れば別ですが。。。!?）ダイヤについて、素人ですので云々を言うつもりはありませんのでオフ会当日は、みなさんが個々にこの鉄道の想いが
あるでしょうから楽しめれば良いと思います。正式に予定が決まれば、あとはどのように楽しむか？です。懇親会も楽しみです。でも足寄駅の
展望台に登りたいな～。 応援しております。
... 2005/11/08(Tue) 22:45 No.283

◇Re: ダイヤの返答 投稿者：鬼峠
本社返答ダイヤを見ての率直な感想は，意外とやってくれたな，というところです。我々の案を修正した理由なども書いてくれていますし。

実際会社でも最大限の配慮をした結果がこのダイヤだという可能性もおおいにあると思います。
ただ，理由のうち「踏切関係に支障をきたすため」は合点がいきますが，「726Ｄと上利別で行き違いのため」と「７１４Ｄと置戸駅で行き違いの
ため」とした理由がいまいちはっきりしません。
考えられるのは
・陸別駅で3列車交換ができないため
・置戸駅2番線に池田側から進入できないため
・その他
などですが，主催者としても参加者に説明する必要があるので教えてほしい
，というようなことで会社に確認してみてはいかがでしょうか。
もう物理的に無理ということなら，あきらめがつくと思います。
... 2005/11/08(Tue) 22:48 No.284

☆交渉のために！ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

こんばんは。ご相談です。
１、池田出発時間を１２：１０頃まで繰り上げることは可能ですか？（みなさんの池田入りのお時間の都合上）
２、様舞に５分停車、高島に３０秒停車を逆にする。
（駅看板とホームの駅に５分もいらないですよね。木造駅舎を楽しんだ方がいいのかなと）
３、繰り上げた１０分を岡女堂にあてて１５分確保。
（これは踏み切りの都合上何ともいえませんが、岡女堂工場さんのご協力があれば・・・？）
４、こうすけ様のご意見の
・上利別の出発時刻を13:59.15→14:00に(交換列車撮影の方に配慮)
・笹森、大誉地、薫別の停車時間を2分30秒～3分程度に短縮…(陸別での停車時間を5分～8分程度確保、併設する道の駅での買い物などに配慮)
・上常呂での停車時間を2分30秒程度に短縮し、豊住に追加停車(2分30秒程度)
以上についてのご意見をお願いします。
... 2005/11/07(Mon) 21:03 No.253

◇Re: 交渉のために！ 投稿者：塚本雅浩
１～４、すべてＯＫです。全面的にお任せします。
... 2005/11/07(Mon) 21:18 No.254

◇Re: 交渉のために！ 投稿者：こうすけ
たけ様
(1)、(2)では、閉塞区間の関係もありますので、池田発車時刻は723Dの高島発車後(12:15以降)となり、高島発車は12:37以降となります。
(3)岡女堂の停車時間を15分を確保する場合は、本別・足寄～塩幌間の平均停車時間を3分にすることで、プラス10分間を捻出することが可
能です。
(4)の豊住は、あくまで私個人的ではありますが、ロケーションが気に入っています。
http://www.merry21.jp/furusatogingaline/toyozumi/toyozumi5.jpg
http://www.merry21.jp/furusatogingaline/toyozumi/toyozumi.jpg
... 2005/11/07(Mon) 21:22 No.255

◇Re: 交渉のために！ 投稿者：たけ
こちらの案を１３日日曜までにまとめて、来週月曜日にＦＡＸします。
... 2005/11/07(Mon) 21:28 No.256

◇Re: 交渉のために！ 投稿者：k2
たけさんにお任せいたします。
宜しくお願い致します。
... 2005/11/07(Mon) 22:45 No.258

◇Re: 交渉のために！ 投稿者：KAZUKA
私も１～４案について、ＯＫです。
お任せしますので宜しくお願い致します。
... 2005/11/08(Tue) 00:11 No.269

☆懇親会計画 投稿者：たけ

▲前 ▼次

北見駅周辺で懇親会を予定しています。情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お寄せ下さい。
（私の案）
１、下車後２０：００くらいまでは焼肉のようなお店で。（未成年の方もいらっしゃるので）
２、その後はオトナの時間。（保護者同伴の場合を除き未成年者はご遠慮下さい）
... 2005/11/04(Fri) 12:06 No.185

◇Re: 懇親会計画 投稿者：Taku@Kitami
たけさんのご意向に沿って提案しますね！
18:00頃 北見駅着 回送列車をお見送り
移動
18:30 １次会（焼肉 会費制で可能な店をラインナップ）

・味覚園銀座本館 駅から徒歩５分 http://www.life-v.co.jp/ginhon0509.html （食べ放題 2,080円 飲み放題別途）＊炭焼きです
・ウェスタン北見店 駅から徒歩７分＊駅裏 http://tabiq.jp/disp.asp?cno=1&tbno=0&dno=103 食べ放題 1,580円 食飲放題
3,150円
どちらも個人的には普段行かない店なのですが、団体での訪問＆割り勘が大変なので定額料金、駅から近いとなるとこの２店からの
選択になるのかと思います。
おとなの時間ですが、お客様をご案内する場合 焼き肉→オホーツクビール（１杯は無料）→寿司orワインなどご要望に応じて というパター
ンが多いです。ご参考サイト http://tabiq.jp/
... 2005/11/04(Fri) 15:56 No.193

◇Re: 懇親会計画 投稿者：Taku@Kitami
半分ネタですが・・・ このお店はどうでしょう？
http://www.knc.ne.jp/fastical/b-meats/take.htm
... 2005/11/04(Fri) 16:01 No.194

◇Re: 懇親会計画 投稿者：あお
北見東急インのレストランもどうですか？
パーティプランがあって料理数種類(料理は選択可)と飲み放題で3500円です。
... 2005/11/04(Fri) 17:34 No.196

◇Re: 懇親会計画 投稿者：Taku@Kitami
あおさま
東急インが近くて、そしてリーズナブルと便利なのですが・・・地元から見ますと長所と短所があるのです
長所
・料理をセレクトしなくても良いのであれば、当日でも人数増加ＯＫ
・あらかじめ料理をセレクトできる
・料理長手作りの薫製がおいしい
・リーズナブル
短所
・個室が６人用しかない
・人数が多くわいわいがやがやしている横に、１人で出張というお客様がいたり、フルコース食べているお客様がいたりする。（気を遣わなくて
はいけないケースも）
・飲み放題のビールは発泡酒です（地産地消で 北海道生搾りですが）
... 2005/11/06(Sun) 20:54 No.219

◇Re: 懇親会計画 投稿者：分オイ
こんばんわ、突然ですが北見は【焼肉の町】なんですね～
（爆） Taku@KitamiさまがHPを掲載されていた所を見たら、トップページにこう書いてありました。 http://www.knc.ne.jp/fastical/b-meats/
東急インの宿泊プランに、銀河線を併せたローカル列車の旅
と言う金額が書いてありました。
考えてみたら、私は次の日に帰る予定だったんですが、もう１泊しないといけないみたいです。 道内ってかなり広いんですね！月曜も会社を
休まなければ（爆）
北海道のビールを堪能したいです。
... 2005/11/06(Sun) 22:08 No.223

◇Re: 懇親会計画 投稿者：k2
今晩は。
北見って通過しちゃう事が多のですが、オホーツクも近いし、農産物も豊富なので、結構美味しい店が多いと聞きます。
北見は焼肉の街でしたよね。ネット上に下記のようなページがありました。
http://www.knc.ne.jp/fastical/b-meats/
... 2005/11/06(Sun) 23:58 No.224

◇Re: 懇親会計画 投稿者：たけ
皆様、情報ありがとうございます。焼肉たけ・・・おもしろいですが遠いですね。お手軽なのはウェスタンですね。席の確保も直前でできそうで
すし。北見の美味しいお肉！というお店には値段の問題もあり行けないと思いますが、わいわい楽しめるお店としてウェスタンはいいですね。
味覚園銀座本館のお肉はどうなのでしょうね。
ところで、飲み放題がいいのでしょうか？
... 2005/11/07(Mon) 15:00 No.232

◇Re: 懇親会計画 投稿者：k2
今晩は。
飲み放題の件ですが、アルコールを飲まない方もいる（因みに自分は殆ど呑みません）ので、飲み放題は個々に確認でもいいと思いますが、
如何でしょうか？
... 2005/11/07(Mon) 19:34 No.246

◇Re: 懇親会計画 投稿者：塚本雅浩
> 飲み放題は個々に確認でもいいと思いますが
食べる人も食べない人も、また、飲む人も飲まない人もいます。値段的にはそれほど変わらないと思いますし、幹事さんの苦労を考えても、
食べ飲み放題にした方が結局は良いような気がするのですが、如何でしょう？
... 2005/11/07(Mon) 19:45 No.248

◇Re: 懇親会計画 投稿者：たけ
そうですね。私も飲む方ではありませんので、飲み放題ではないほうがいいのです。ただ、個別にどうこうできるかどうかの問題がありますの
で、調べる必要がありそうですね。

... 2005/11/07(Mon) 19:59 No.250

◇Re: 懇親会計画 投稿者：Taku@Kitami
ご質問にまとめて・・・
北見は 焼き肉の街です。本当に軒数が多いですし、割安感があります。（北見相場になれると、札幌ではいけません）最近自粛き気味で
すが、うちのBlogカテゴリーにも「焼き肉の街 北見」があります。
飲み放題については、団体単位のオーダーになってしまうのが通常です。（未成年がいる場合の対応は要確認ですので、ご要望に応じてリ
サーチしますが）
ウェスタンはデザートやほかの料理もそろっていますが、ガスコンロです。味覚園は、七輪で炭焼きです。食べ放題の肉自体はどっちもどっ
ちかと思います。

... 2005/11/07(Mon) 23:09 No.261

☆オフ会の件 投稿者：こうすけ

▲前 ▼次

たけ様、こんにちは。お久しぶりでございます。メールの方、拝読させていただきました。ご旅行のお誘い、ありがとうございます。
出発日が2月25日と言うことで、「北海道＆東日本パス」は利用期間になっていると思われますので、資金的には殆ど問題ないと思います。就職活動
等との兼ね合いも無いとはいえないのですが、大学も春休み期間で北海道に帰省しておりますし、十分に参加可能だと思います。
池田を午後出発なので、札幌から滝川経由で帯広まで普通列車で行き、帯広から特急で移動すれば池田には11時52分に到着しますので、アクセス
の点においても全く問題は無いと思います。

ダイヤのほうも拝見させていただきました。閉塞などの関係から全体的にかなりギリギリの設定になっていますが、上手に出来ていると思います。以
下、勝手ではございますが、個人的な要望としては、
・池田の出発時刻を12:20→12:16に(高島での停車時間を約4分捻出)
・西一線、塩幌の停車時間を2分30秒～3分程度に短縮(上利別での停車時間を約10分に、上利別の木造駅舎の堪能など ※構内踏切の関係にもよ
ります)
・上利別の出発時刻を13:59.15→14:00に(交換列車撮影の方に配慮)
・笹森、大誉地、薫別の停車時間を2分30秒～3分程度に短縮…(陸別での停車時間を5分～8分程度確保、併設する道の駅での買い物などに配慮)
・上常呂での停車時間を2分30秒程度に短縮し、豊住に追加停車(2分30秒程度)

こんな感じでしょうか。
週明けより、私のホームページでもトップページで宣伝させていただきますので、よろしくお願い致します。
... 2005/11/07(Mon) 18:33 No.242

◇Re: オフ会の件 投稿者：たけ
こうすけ様。
ダイヤの件ご丁寧にありがとうございます。最終的にもう１回、こんなふうにはなりませんかという要望は出してみたいと思います。原則として
変更はできないと思います。できるかどうかはわかりませんが、返答いただいているダイヤをベースにした具体的な案であれば、提案をして
みる価値はあると考えています。
... 2005/11/07(Mon) 18:55 No.244

◇Re: オフ会の件 投稿者：こうすけ
返信ありがとうございます。
色々と難しいですね。その他、陸別に到着後、足寄に折り返し、再び北見方面に向かう行程も考えられますが、どうでしょうか。場内信号機の
設置状況との兼ね合いもあるので、詳細は分かりませんが、以下のようなダイヤも考えられます。
陸別14:34/14:45→足寄15:20/15:40-50の間→上利別16:15/16:22→陸別16:40→川上16:50/16:53→置戸17:16/17:43→訓子府18:05/18:10→
上常呂18:19/18:24→北見18:31

以上のダイヤだと、北見から特急オホーツク8号に接続しないのが欠点ですが、夕食の時間にはちょうど良いような気がします。
時間に余裕のある区間では、「ノロッコ運転」などがあると面白いですね。無理かもしれませんが、ご参考にしていただけると幸いです。
... 2005/11/07(Mon) 19:46 No.249

◇Re: オフ会の件 投稿者：たけ
こうすけ様
折り返しダイヤの件は以前この掲示板でも議論がありました。ただし、運賃増の問題もありますので難しい問題だと思います。発車時間を５
分早めることが可能かどうかは具体的でいいですね。
... 2005/11/07(Mon) 20:05 No.251

◇Re: オフ会の件 投稿者：こうすけ
たけ様
そうですね。以上の仮行程で計算してみると、大体1,500円程度の運賃増になるようです(全行程で4,700円前後)。このあたりは皆様の判断に
お任せします。
... 2005/11/07(Mon) 20:52 No.252

☆エビスビール 投稿者：Taku@Kitami

▲前 ▼次

２年前のことなのですが、エビスビールのＣＭ撮影がふるさと銀河線で行われ、夜汽車編としてオンエアされました。
（参考 http://www.fastwave.gr.jp/diarysrv/matutaku/200312b.html#20031212）
偶然同乗していたのですが、確か上利別～陸別間での撮影だったと思いますが・・・並行する国道242号線も交通規制を行い、撮影したそうです。
夜汽車でエビスビールというのも良さそうですね！

... 2005/11/06(Sun) 21:03 No.221

◇Re: エビスビール 投稿者：あお
ＣＭ見た事あります。
雰囲気がよくでてます。
エビスビールたまには飲みたいですね。

... 2005/11/06(Sun) 21:07 No.222

◇Re: エビスビール 投稿者：たけ
確かに、非日常という意味ではいいですね。
エビスビール。私はまだその味の違いがわかりません。
・・・。ＣＭではちょっと贅沢な味わいといいますが。
... 2005/11/07(Mon) 14:52 No.231

☆初めまして 投稿者：KAZUKA

▲前 ▼次

皆様はじめまして、おはようございます。
銀河線車両貸切りイベントに参加させて頂く事になりましたKAZUKAと申します。
皆様方の旅プランや情報などを私も参考にさせて頂きたいと思いますので今後も宜しくお願い致します。
... 2005/11/07(Mon) 10:53 No.227

◇Re: 初めまして 投稿者：たけ
こちらこそ宜しくお願いします。
ここの掲示板で情報や意見を出し合って企画を作っていきます。会社からダイヤの話が返ってきたらより具体的に検討となりますが、もうしば
らくかかりそうです。
... 2005/11/07(Mon) 12:18 No.230

☆はじめまして☆ 投稿者：さや

▲前 ▼次

さやです。いつも楽しいネタを探しながら、相方と旅を続けています。ふるさと銀河線ではどんな写真を撮ろうかと思い、わくわくしております。休暇は
もう申請しましたよ♪みなさまと楽しく過ごせることを願っています。
... 2005/11/05(Sat) 22:45 No.216

◇Re: はじめまして☆ 投稿者：あお
いつもたけ様にお世話になっております。
忙しいところ大変だと思いますがたけ様のサポートよろしくお願い致します。
当日はおやつ差し入れしますから楽しみにしててください。
... 2005/11/06(Sun) 09:16 No.217

◇よろしくおねがいします 投稿者：たけ
昨日、研修会のために江別に来ている間に書き込んだようです。
写真を撮ろうとわくわくしていることや、休暇を申請していたことまでは知りませんでした。おやつの差し入れですか。楽しみにしています。で
も、あまりお気を使わずにお越し下さい。
... 2005/11/06(Sun) 17:39 No.218

◇Re: はじめまして☆ 投稿者：きたろう
初めましていつもたけ様にはお世話になっています。
銀河線の面白いものにはこんな↓ものがありますよ。
http://www.geocities.jp/e231_kiha283/ginngasenhaomosiroi.html
ほろびない。銀河線もほろびないでほしかったですがね。
僕も十勝の美味しいお菓子でも用意します。
何にしようかな？では失礼します。
... 2005/11/07(Mon) 11:38 No.228

◇Re: はじめまして☆ 投稿者：たけ
ありがとうございます。さやは旭川に帰ってしまいましたので伝えておきます。猫の写真は前展望動画撮影時に撮影しましたが、早朝だった
ためネタが出なかったようです。ほろびないの看板は何を思いつくのでしょう。相棒の想像力は豊かなので何かやってくれるかもしれません。
... 2005/11/07(Mon) 12:16 No.229

☆無題 投稿者：銀河線
ところで北見方面から池田へ向かう方はどの列車に乗っていきますか？

▲前 ▼次

自分は快速より空いている北見07:16発に乗って池田へ行こうと思いますが・・・・。
... 2005/11/05(Sat) 12:09 No.203

◇Re: 無題 投稿者：きたろう
確かに北見から行くと選択肢は朝の普通と快速しかありませんね。しかし快速は混んでますよね。
でも結構朝早くないですか？
僕は2543D（芽室 07:17発）
で行くか、
「特別急行スーパーおおぞら一号」で
帯広からか迷っています。
... 2005/11/05(Sat) 22:04 No.213

◇Re: 無題 投稿者：たけ
朝早くなりますが、少し早めについても仲間が集まっていると思いますので、心配せすにお起こし下さい。退屈はさせませんよ（笑）
... 2005/11/05(Sat) 22:31 No.215

☆冬の北海道 投稿者：k2

▲前 ▼次

余計な事かもしれませんが、初めての方もいらっしゃるんですよね。
当たり前の防寒ですが、野外を歩き回る訳ではないので、余り厚着は必要ないと思います。室内は、内地よりも遥かに暖かいです。
帽子、手袋、サングラス、滑らない靴ですね。
野外では電池の消耗が激しいので、予備の電池は持っていた方がいいですね。
... 2005/11/04(Fri) 23:56 No.199

◇Re: 冬の北海道 投稿者：たけ
確かに。寒さ対策は重要ですね。当日の車内は遠方からの方の荷物もたくさんですね。往復じゃないのでみなさん荷物と一緒に乗車です
ね。電池の消耗は確かに激しいです。
... 2005/11/05(Sat) 00:41 No.200

◇Re: 冬の北海道 投稿者：あお
電池の消耗の激しさはよく分かります。
皆さんホカロン等の使い捨てカイロを持っていると思いますので使用する前にこれで電池を暖めておくと消耗がゆっくりになります。また、突
然止まった時にも電池を外し暖めてあげると復活します。
... 2005/11/05(Sat) 05:38 No.201

◇Re: 冬の北海道 投稿者：あず
道内在住の方は問題ないと思うのですが、歩くときにも注意が必要ですね。私は冬の北海道を旅するときにはこれを靴に取り付けています。
http://www.footcare-goods.com/koroband_001.htm
過去、北見駅前で転んだ経験の持ち主からでした（苦笑）
... 2005/11/05(Sat) 12:47 No.204

◇Re: 冬の北海道 投稿者：あお
靴の選び方を間違えると大変ですよね。
自分の場合はホーキンストラベラーの雪・氷仕様です。靴底がスタットレスタイヤの様になっているので滑りにくくなってます。
今冬もぼちぼち発売し始めると思いますが在庫が毎年少ないので探すのも一苦労です。
ＡＢＣマートだと在庫が毎年少ないですがあります。
... 2005/11/05(Sat) 13:41 No.205

◇Re: 冬の北海道 投稿者：分オイ
こんばんわ！靴なんですが、スパイクの付いた靴って感じですかね（汗）路面がアイスバーンになっていると言う事でしょうか？私自身北海道
は初めてなもので、靴の事を考えていませんでした。（滝汗）あずさま、あおさまの書かれている
内容を見ていて、頑丈な靴を買わないといけないですね！
... 2005/11/05(Sat) 20:00 No.206

◇Re: 冬の北海道 投稿者：あお
普通に靴に付けるタイプの滑り止めでしたら新千歳空港の売店などで売っていますからそちらの方が良いと思います。
私の場合は靴のサイズが大きいから買ってきた方が早いのです。
... 2005/11/05(Sat) 20:53 No.207

◇Re: 冬の北海道 投稿者：あお
分オイ様、ホーキンストラベラーを買うようでしたらアイステックと指名してください。
雪と氷に対応できるのはホーキンスでもこのタイプだけです。毎年冬になると発売しますが数がすごく少ないので近くにＡＢＣマートが近くにあ
るようでしたら予約をお勧めします。問い合わせ先を書き込みしておきますからここへ連絡しても販売しているお店を教えて頂けます。
０３－３４７６－５４４８
ＡＢＣマート本部インフォメーション
... 2005/11/05(Sat) 21:30 No.210

◇Re: 冬の北海道 投稿者：あず
＞分オイさま
はじめまして。
人通りの多い場所などでは、踏み固められた雪が凍りついてアイスバーン状態になっていることもあります。大きな駅周辺の早朝などは注意
したほうがよいかもしれません。
... 2005/11/05(Sat) 21:47 No.211

◇Re: 冬の北海道 投稿者：きたろう
僕は夏靴でよゆーで歩いていますが、内地の方は注意した方が良いと思います。ブラックアイスバーンや溶けかけた氷の部分は特に滑りま

すよ。自分的にはかかとから焦らず歩くとすべりにくい気がします。
... 2005/11/05(Sat) 21:54 No.212

◇Re: 冬の北海道 投稿者：たけ
こんばんは。靴は重要ですね。数年前は、毎日のように転んでいました。スパイクつきの靴にしたときは１ヶ月でスパイクが壊れました。今の
靴は一応滑らないようですが、結局は気を抜くと滑ります。少しくらい滑るような感じで歩いた方がいいかもしれません。でもやっぱり、どんな
に頑張っても転ぶと思ってください。天候もありますが、道民も転んでいますから。大事なことは転び方です。手を突かない、腰から落ちない、
頭を打たない・・・。現地でレクチャーしますね。
... 2005/11/05(Sat) 22:29 No.214

☆企画書をチェック願います。 投稿者：たけ

▲前 ▼次

家マークをクリックすると銀河線にFAXするWORD文書をみる事ができます。
WORDが無い方のためにHTML版もつくりました。
http://nyantarou.dee.cc/diary/2005/051004-2.html
誤字や脱字、表現の訂正やアドバイスなどがございましたら、ご遠慮なくお知らせ下さい。宜しくお願いします。
... 2005/10/26(Wed) 23:11 No.113

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：鬼峠
ご苦労様です。
個人的には全駅での1,2分の停車は必要ないと思います。
簡潔な表現がよさそうですね。
運行希望区間
池田・北見間
運転希望時刻
別添資料のとおり
停車希望駅(カッコ内は停車希望時間)
様舞駅(5分)，岡女堂駅(20分)，本別駅(10分)，足寄駅(15分)，愛冠駅(10分)，西一線駅・塩幌駅・上利別駅・笹森駅・大誉地駅(各5分)，薫別
駅(10分)，川上駅(10分)
なお，置戸・北見間については定期列車に併結されることを想定しています。
とか。あと，道庁，NHK，北海道新聞社あたりの後援とか協賛をとりつければインパクトも出てくるかと思います(笑)。
それと「主催者」を明記する必要があるのではないでしょうか。
「普段乗る機会の無いカーペット車」とありますが，普段はオールロングシート車として運行されている車両にイベント時はカーペットを敷いて
対応するだけのことですので，「イベント車両を利用し」程度の表現にしておいたほうがよいでしょう。
ダイヤと時刻表を書き直しました。要望により変更あればまた随時修正します。
http://www.onitoge.org/gazou/DIA.pdf
http://www.onitoge.org/gazou/jikoku.pdf
... 2005/10/26(Wed) 23:41 No.115

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：たけ
ありがとうございます。協賛は無理だと思いますが…というか無理ですね。その他の表現は検討します。
特に、主催者の明記と「イベント車両を利用し」は修正します。
問題は各駅停車の必要性ですね。ホームと看板しかないようなところもありますし、すでにまわられている方も多いと思うのですが、今回は全
国から参加者が集まります。可能であれば、駅名標を撮影する時間が欲しいという方もいらっしゃるのかなと思いました。みなさんいかがでし
ょうか？企画書のチェックにあわせまして、この件のご意見をおまちしております。
もし、全駅に停車して欲しいというリクエストがなければこの文は削除します。
ダイヤと時刻表ありがとうございます。このとおり走ってください！といいたいところですが、銀河線さんがこの企画書を見て会議した結果、鬼
峠様の書かれたダイヤに行き着くような企画書にしなければなりませんね。
... 2005/10/26(Wed) 23:54 No.116

◇鬼峠様のご意見を反映させた企画書... 投稿者：たけ
鬼峠様のご意見を反映させた企画書パート２です。この記事の家マーク。
１，２分の停車という表現も抜いています。
ところで主催者。これは私の個人名がいいのか、サイト名がいいのか、それとも「銀河線を旅する会」とでもしたほうがいいのか悩みます。い
ろいろな催し物では団体名が主催者だったりしますが、この場合は私の個人名でいいものでしょうか。
... 2005/10/27(Thu) 00:11 No.118

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：ポニー１３９
ご苦労様です。
せっかく岡女堂駅で20分も停車するのなら、岡女堂にもＰＲしたり、
協賛は得られなくても、連絡しておいた方が良いのではと
思います。
２０分で施設見学が可能か確認するのも、一つの方法でしょう。
（ちなみに、岡女堂駅の近くには、酒蔵もあったような＾＾）
... 2005/10/27(Thu) 01:51 No.119

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：としあき
こんばんは。ＯＦＦ会には参加できそうにないですけど、ぜひこのイベントを成功させてもらいたくて、サイトのほうで協賛させていただいており
ます。
主催者などの件ですが、旅行業法に抵触する可能性もありますので、慎重に考えたほうがいいと思います。
特に、銀河線の方で企画書を見られたときに、旅行業者ではない場合の法律違反を懸念してこういう企画書では受けてもらえない可能性も

考えられますので、企画書はそういう点も踏まえて考えたほうがいいと思います。
ちなみに、旅行業法では、不特定多数の方を対象とした旅行を主催するには、旅行業者（国内の場合は第1種または第2種）でないといけな
いことになっています。
一応、報酬を得ない場合は除くような法律解釈ができる条文もありますが、これは、貸し手側の銀河線の方の解釈で法律違反だから受けら
れないといわれても仕方がないです。
なので、そのあたりをしっかり吟味して企画書を練るほうがいいと思います。
それを踏まえて、わたしはたけさん個人の団体にするほうがいいと思います。
... 2005/10/27(Thu) 02:37 No.120

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：あお
確かにとしあき様の意見の通り下手すると法律に引っ掛かる場合があるので、団体名は簡単なものにした方がいいです。
企画書については内容はこれでいいですが、こちら側の要望は簡単にまとめてちほく側へ提出すれば後は状況等を見ながらちほく側で調整
した上で提案して来ますのでこれを元に進めていくのがいいですね。
あと不明な点があればどんどんちほく側に確認した方がいいです。
... 2005/10/27(Thu) 06:00 No.121

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：たけ
みなさんありがとうございます。
＞ポニー１３９様
＞岡女堂にもＰＲしたり、
＞協賛は得られなくても、連絡しておいた方が良いのではと
そうですね。２０分の停車が実現したらぜひ。岡女堂さんの件に関しては心強い味方がいらっしゃいますので検討しています。
＞としあき様
いつもありがとうございます。いつも助けていただいてばかりですね。感謝しています。主催者は私個人で、団体名は私のやっている「銀河線
の旅サークル」というようにしたほうがいいかも知れないですね。サークルなら身内でいいわけですし。
＞あお様
そうです。あとはどれだけ、ちほくさんが協力してくれるかなんですね。
... 2005/10/27(Thu) 09:55 No.122

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：たけ
全ての駅に１，２分停車しなくていいですか？？
... 2005/10/27(Thu) 19:03 No.127

◇カーペット仕様について 投稿者：鬼峠
現段階ではあまり重要なことではないかもしれませんが，CR75-101の座席はあまりきれいではないんですよね。その座席を背にして下にカ
ーペットを敷いて座るというのはあまりあずましくないのではないかと思います。靴を脱ぐと乗り降りに時間がかかりますし，床に座ると車窓が
見えません。CR75-101ならカーペット仕様にはしないほうがよいと思いますし，クロスシート車でも良いような気もしてきました。
... 2005/10/27(Thu) 23:11 No.129

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：あお
鬼峠様の意見、これ正しいですね。結構降りる為にカーペット車だと靴履いたり脱いだりと時間も掛るしカーペットを汚す訳にもいかないのと、
ロングシートですと景色もあまり楽しんで頂く事が出来ないと思うから通常の車両(クロスシート車)を貸し切りにした方が逆に旅の気分も盛り
上がると思います。
それと、お弁当、飲み物のゴミは必ず出るので大きいゴミ袋の準備もした方がいいです。分別の為何枚か用意した方がいいですよ。
その方がマナーのいい団体と受け取られますから・・・
... 2005/10/28(Fri) 06:56 No.130

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：たけ
＞鬼峠様
ご意見ありがとうございます。CR75-101で普段味わえない乗車の仕方ができるといいなと思っていました。それで靴を脱ぐ必要の無いイベン
ト車両タイプ１でいかがですか？他の参加者とも交流しやすいと思いますし。クロスだと３，４人で固まってしまい結局交流も広がりにくいよう
に思います。
http://www15.plala.or.jp/chihoku/ginga.html
＞あお様
ゴミ袋の件は当然用意いたしますよ。でも近くになりましたら忘れているかもしてませんので最終チェックの頃にもう一度ご投稿いただけるとう
れしく思います。
全部の駅に１、２分停車しなくていいですか？？
... 2005/10/28(Fri) 08:39 No.131

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：あお
たけ様、タイプ１の方が良いですね。これでしたら靴を履いたり脱いだりする必要がないのでこちらを希望します。
各駅１～２分停車の件ですが、先ずはちほくに運転ダイヤを組んでもらいこれを元に検討されてはどうでしょうか？
... 2005/10/28(Fri) 09:11 No.133

◇Re: 企画書をチェック願います。 投稿者：Taku@Kitami
ゴミ袋ですが、北見市は資源ゴミ以外は「専用の有料ゴミ袋」が必要となります。まとめてしまうとどのタイミングで捨てるかが問題になりま
す・・・（まとめて銀河線車内のゴミ箱へいれましょうか・・・）
ゴミは各自で 駅のゴミ箱へ捨てるのが一番スムーズなのかもしれません・・・
... 2005/11/04(Fri) 15:24 No.192

☆北見宿泊情報 投稿者：たけ

▲前 ▼次

北見周辺でおすすめ宿泊施設をご紹介下さい。
... 2005/11/04(Fri) 12:03 No.183

◇Re: 北見宿泊情報 投稿者：あお
北見駅周辺１キロ以内に数件あります。値段も１万円以内(平均７～８千円台)です。
あと探すとなると楽天トラベル等の宿泊予約のサイトで調べていくのみです。
... 2005/11/04(Fri) 14:08 No.189

◇Re: 北見宿泊情報 投稿者：Taku@Kitami
平日の年休ということでパスポートなど書き換えにいって来ました。
北見の相場は、駅前の東横イン・スーパーホテルの シングル 4980円、ツイン7800円程度になります。（スーパーホテルの方が、朝食＆夏
冬同価格で評判良いようですが）
そこより高いのは、東急イン（プランによっては安い）・パコ・ピアソン（男性のみ温泉付き）になります。
人数多いようでしたら、北見市内から送迎してもらえるので 端野町にある ホテルメビウスのコテージや相内のモイワスポーツワールドの
コテージ（１人 素泊まり3,000円程度）という選択しがあります。
... 2005/11/04(Fri) 15:14 No.190

☆現在の状況確認 投稿者：たけ

▲前 ▼次

こんにちは。いつもお世話になっています。
１１月４日現在参加予定者１８名です。前向きに検討中の方を含めると２１名くらいでしょうか。
ちほく高原鉄道さんからはまだ何も連絡がありませんのでしばらくは企画については進められないですね。懇親会についても「やる」という方向でいい
でしょう。
現在提案されている事項の確認です。
本物のＪＲ運転士様よりNo.163にて『特製のサボ（例：銀河線オフ会列車）』のご提案がありました。いかがでしょうか？
あとは、当日の宿泊先の情報がいくつかお書き込みいただいています。遠方からご利用の方のために新スレッドを立てます。
宿泊の斡旋はいたしませんが、いいところ情報が共有できるといいと思います。その他、現地入り方法に関してもスレッドを立てます。
... 2005/11/04(Fri) 12:02 No.182

☆流氷も見れますね 投稿者：k2

▲前 ▼次

今晩は。参加予定者がかなり増えましたね。
２５日は北見に泊まり、翌日網走方面に移動すれば流氷も見れますよね。運次第ですけど(笑)。
自分は下記のサイトでプランを問い合わせ中です。
（いつもユースホステル利用なので）
参考までに覗いて見て下さい。
http://tour.shiretoko-t.com/tabitoku/h/youth.html
... 2005/10/31(Mon) 23:57 No.148

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：あお
流氷も捨てがたいですね。せっかくだからガリンコ号もしくはオーロラ号に乗船して行ってみたいです。
... 2005/11/01(Tue) 09:13 No.152

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：たけ
K2さん あおさんこん××は。
宿泊組みとオホーツク組みがわかれそうですね。仲良くなった人たちでその後の旅も一緒になったりならなかったり。いろいろおもしろそうで
す。ガリンコ号の前展望もいいですね。あおさんはなかなか道東を旅する機会が無かったとおっしゃっていましたから、この機会にいかがです
か。お座敷摩周→SL冬の湿原号。鹿とタンチョウに会えますよ。
... 2005/11/01(Tue) 10:32 No.153

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：あお
流氷も見たいですが、果して行く余裕があるかどうか・・・行く事が出来なくても釧路か根室までは行く予定にしてます。(折角フリー切符を調達
したので)
たけさん、釧路か根室辺りで美味しい駅弁か此処の名物料理などあります？
... 2005/11/01(Tue) 12:37 No.155

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：銀河線
流氷なども見れる時期ですね～。
北浜駅の喫茶店で食事しながら流氷見るとか、なかなかいいですよ。
あお さん
釧路で食事をされるなら、勝手丼とかいいですよ。
道外の観光客(道内の方も結構います)にかなり受けているようです。
自分も１度行ったことあるのですが、多少高かったもののなかなかおいしかったです。
... 2005/11/01(Tue) 17:16 No.156

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：k2
たけさんとかぶりますけど、和商市場にあるすし屋もお勧めです。
都会では中々食する事の出来ないタコの卵なんていうネタもあります。
根室名物のエスカロップも結構イケます。

... 2005/11/01(Tue) 19:59 No.157

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：ポニー１３９
ノロッコ＆湿原号と言うコースもある事を忘れていました。
という事は、＊次会で、とりあえず現地解散でしょうね。
... 2005/11/01(Tue) 20:16 No.158

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：あお
ｋ２さん、銀河線さん情報ありがとうございます。
ｋ２さん、エスカロップとは何ですか？長崎にあるトルコライスに似たものですか？
... 2005/11/01(Tue) 20:20 No.159

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：たけ
＞あお様
＞流氷も見たいですが、果して行く余裕があるかどうか・・・行く事が出来なくても釧路か根室までは行く予定にしてます。 流氷は一度見てお
くといいですよ。私は数回しかありませんが接岸していれば見事です。別海あたりで（この言葉に反応される方も？？）ウロウロしていたとき
や、根室に冬に行った時に見ました。海なんですが、果てしなく広がる原野みたいです。海だと思ってみるからおもしろいです。
＞釧路か根室辺りで美味しい駅弁
私は釧祥館のお弁当が好きです。また、K2様のおっしゃっている和商市場では、銀河線さんのおっしゃっている勝手丼を食べました。クジラも
食べました。
あとは泉屋のスパゲティは量が多いのですが、果たして本州からせっかく釧路に行って食べるものかどうかは。それ自体は美味しいのです
がなんていっても旅行ですからね。
＞銀河線様
食事をしながら流氷はいいですね。
＞ポニー１３９様
はい、現地解散です。そのあとは自由ですが旅は道連れということで一緒に移動される方もいるかもしれませんね。フリー切符の方も多いよ
うですし。
... 2005/11/01(Tue) 22:30 No.160

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：k2
＞あおさま
エスカロップとは何ですか？長崎にあるトルコライスに似たものですか？
そうですね、バターライスの上にとんかつが載ってドミグラソースが掛かっています。根室周辺の喫茶店などで食べられます。
和商市場の向かいに数軒の古い食堂があって、そこでも安い魚が食べられます。ただ、駅前の再開発でなくなってしまったかも。
... 2005/11/02(Wed) 02:12 No.168

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：あお
たけさん、ｋ２さん情報ありがとうございます。
勝手丼とエスカロップの意味よく分かりました。
たけさん、結構普段から食べているものの方が美味しい事もありますから泉屋のスパゲティも捨てがたいと思います。
... 2005/11/02(Wed) 05:07 No.169

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：たけ
うーん。どうでしょうか。
でも、本当にいつも食べているものでいえば、東屋の蕎麦も美味しいですよ。
... 2005/11/02(Wed) 11:18 No.171

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：gacha310
横入りですみません。やっとお役に立てそうな気がしたので…。
長年釧路及び根室地方に住んでいましたが、勝手丼はやってみる価値
ありかもしれません。関東在住の友人を和商に連れていき勝手丼を
まさに勝手に食わせた所、あまりの美味さに感動し、翌日も朝飯にと
和商に勝手に繰り出しておりました。その時は9月頃でしたので、
さんまの美味さに大きく心動かされていたようです。
釧路はそばも有名で、たけ氏ご指摘の「東屋（あづまや）」は釧路
にはどこにでもあります。行くならその総本山である「竹老園」が
オススメです。そばフルコースのようなものがありますよ。
根室には、タイエーというコンビニがあり、そこでしか売っていない
という噂の焼き鳥弁当が一時期取りざたされたことがありました。
今もあるのかな？やはり海の幸がメインになるのではないでしょうか。
回転寿司に入るだけでも本州との違いが実感できますよ。回転寿司
ならなごやか亭ですね。あぶりサーモンが絶品です。
長くなりましたが、また思い出してみます。流氷は一見の価値あり
です。北浜駅から少し網走よりの国道244号から実際に流氷の上に
上がることもできます。
... 2005/11/03(Thu) 01:33 No.175

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：gacha310
付けたしですが、牡蠣がお好きな方は是非厚岸へおいで下さい。でしゃばってすいませんでした…。
... 2005/11/03(Thu) 01:36 No.176

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：あお
タイエーのやきとり弁当は函館にあるハセガワストアのやきとり弁当と同じですよ。

タイエーはハセガワストアのフランチャイズのため同じものがあるそうです。
... 2005/11/03(Thu) 23:14 No.177

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：たけ
そうなんですか。あおさんよくご存知ですね。函館のハセガワストアの焼き鳥を食べましたが、豚クシだったような気がします・・・
... 2005/11/03(Thu) 23:18 No.178

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：k2
ハセガワストアの焼き鳥は確かに焼き豚です。
タレ、塩、カレーと3種類の味です。
注文してから焼いてくれるので、コンビニの弁当と侮っていると、かなりショッキングな美味しさです。
道東でも食べられるんですね。最近では、セイコーマートでも置いてますよね。
... 2005/11/04(Fri) 01:33 No.179

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：たけ
はい。確かに。ひじょーーーーーに美味でした。
... 2005/11/04(Fri) 01:36 No.180

◇Re: 流氷も見れますね 投稿者：あお
タイエーとハセガワストアの関係はネットで調べたら出ました。
多少の違いはありますが基本はハセガワストアのやきとり弁当と同じです。
... 2005/11/04(Fri) 05:09 No.181

☆企画について 投稿者：たけ

▲前 ▼次

みなさんこん××は。
徐々に参加しようかな＆参加しますという方が増えてきまして、うれしく思っています。最大の心配は最低人員に達するかどうかですが、同時に当日
の流れも考えていかなければなりません。ダイヤの件ではTaku@Kitami様からもご投稿がありましたが、ぜひ皆さんからも「こうしたい」「ああしたい」と
いうものがありましたらご投稿下さい。すべて実現はできないと思いますが、せっかくですのでどしどしお寄せ下さい。
○○駅は止まってほしい、足寄で松山千春のポスターと写真を撮りたい、どこどこは徐行してほしいなど。ありましたらどうぞ。
... 2005/10/21(Fri) 11:14 No.25

◇Re: 企画について 投稿者：あお
たけ様お疲れさまです。段々増えているようですね。
一部区間は臨時列車扱いになりそうみたいですね。
問題は池田までの足ですが、逆算して羽田空港→(空路)→とかち帯広空港→(リムジンバス)→帯広駅→(ＪＲ)→池田駅と行ったルートか羽田
空港→(空路)→新千歳空港→(ＪＲ)→南千歳駅→(ＪＲ)→池田駅のどちらかになりそうです。
あとは宿泊、往復の飛行機、ＪＲの乗車券など準備しなければならない事が山積みです。
... 2005/10/21(Fri) 15:39 No.26

◇Re: 企画について 投稿者：たけ
こんにちは。当日池田に入るか、前日までに道内を回っているかで状況は異なってくると思います。いまから心配ごとも多くありますが、いち
ばんは天候ですね。我々は相棒と実家の江別に宿泊し、朝一緒に池田を目指します。冬なのでＪＲ移動し、到着した北見で宿泊することにな
ると思います。多分その日の夜も宴が・・・。
... 2005/10/21(Fri) 17:10 No.27

◇Re: 企画について 投稿者：あお
宿泊ですけど、北見東急インなどいかがですか？
実はここのホテル、ＪＲ北海道釧路支社管内の路線か銀河線の駅にあるスタンプを押してあるものを持っていくと宿泊代金が割り引きになる
そうです。
ホームページのアドレス載せておきますので参考にすると良いですよ。ここへ自分は宿泊する予定です。
... 2005/10/21(Fri) 20:08 No.28

◇Re: 企画について 投稿者：たけ
ありがとうございます。東急インは北見駅周辺でこれでもかというぐらい目立っていますね。駅周辺に宿泊するなら、ルートインや東横インも
ありますし、深夜の列車で移動などというケースも考えられますね。私は相棒のご親戚のところに入るか、あおさんとご一緒するか、別のとこ
ろに行くかはまだ未定です。おそらく、宿泊に関しては相棒の言うとおりにしないといけないかなと・・・。駅横の宿泊ならいろいろとおもしろそう
なので、できるだけそうなるようにマインドをコントロールしておきます。
... 2005/10/22(Sat) 00:01 No.35

◇Re: 企画について 投稿者：ポニー１３９
あおさんから紹介のあった北見東急インの宿泊割引制度は、１日５室限定だそうですから、参加者全員は難しいですねぇ。
東急インと直接交渉して、別枠で確保するのも一つの手かも＾＾
... 2005/10/31(Mon) 09:41 No.141

◇Re: 企画について 投稿者：あお
宿泊ですが、先ずは直接ホテルに予約せずに旅行代理店の知恵を借りましょう。理由は簡単！旅行代理店は年間を通じて一定数量の部屋
を押さえています。ただ、時期によっては空きがどうしても出ます。そのため空室を作らないため格安の値段で放出する場合がありますので
代理店で聞くと思わぬ掘り出しものの宿泊プランがありますので一度確認される事をおすすめします。
... 2005/10/31(Mon) 20:12 No.145

◇宿泊について 投稿者：たけ
宿泊についてはどれくらいの人が必要なのでしょうね。ひょっとしたらその日のオホーツクで移動するひともたくさんいるかもしれませんし。み
なさん旅慣れている＆旅好きなのでいろいろなプランをお持ちではないでしょうか。

... 2005/10/31(Mon) 21:58 No.146

◇Re: 企画について 投稿者：あお
これだけは何ともいえませんね。夜行のオホーツク移動も捨てがたいですからね。
宿泊については個人の判断にお任せとのことで・・・
今回参加される方々もかなりの旅上手な方にお会いできそうなので良いところは吸収出来ればと思います。
... 2005/10/31(Mon) 22:11 No.147

◇Re: 北見に到着後・・・。 投稿者：本物のＪＲ運転士
こんばんは。
北見に到着後は、勝手に『懇親会が開催される』と時間を確保しており、【オホーツク１０号】に乗車するように当初から計画しておりました。
（おいおい！）
私は、【懇親会の時間帯（謎）】によって乗車駅を網走か北見か決定したいと思っています。
もしかすると、【オホーツク１０号】での『３次会』も開催可能なのでしょうか？？？（核爆）
... 2005/11/01(Tue) 01:13 No.149

◇Re: 企画について 投稿者：TAKA
みなさんこんＸＸは。はじめましてです。
私は、本州の神奈川県の人間です。年齢は４０に近づきつつある年代です。この企画につきまして、以前より拝見させていただき、小生自身
も非常に悩んだのですが、まだ先の予定ですが参加させていただきたく、ご連絡させていただきました。現地まで行くプラン（帯広泊で翌朝は
池田へワイン城を見学）を今いろいろと考えております。あとは、仕事の問題だけです。（休みが取れるか？？？）
今年6月に銀河線を北見－池田間を乗車しましたが、あまりにも自然の風景がすばらしく、車窓ばからみており写真もろくに撮っておらず秋ご
ろに再度訪問したいと思いました。今回の日程は冬真っ盛りですが冬の車窓を撮りたいと思います。ただ、電車の窓が冬の場合、非常に曇り
やすいとの話を聞いております。そこは何とかなることを希望します。北見の宿泊先は、今年６月に宿泊したホテルパコジュニア北見
http://www.paco.co.jp/kitami/index.htmlが安くて、良いビジネスホテルでしたので、そこを予定すると思います。
足寄駅で３０分
... 2005/11/01(Tue) 02:04 No.150

◇Re: 企画について 投稿者：TAKA
誠にすみません。No150のもので、コメントの続きです。
希望があるのですが、足寄駅３０分停車できませんか？
また、銀河線の秘境駅とよばれる駅ですがあと５分ほど延長
できるようになりますか？
長々と乱文ですみませんが、何卒お願い致します。
... 2005/11/01(Tue) 02:12 No.151

◇Re: 企画について 投稿者：たけ
＞本物のＪＲ運転士様
いつもありがとうございます。勝手に『懇親会が開催される』と時間を確保しており、【オホーツク１０号】に乗車するように当初から計画してお
りました。ということですが、もちろん九州からのお客様をそのままお返しすることはいたしません。気がついたら【オホーツク２号】・・・（おい
っ！）いずれにしても、銀河線車内での交流はそこそこにしかできないと思いますので懇親会は必要だと思います。中学生の方もいるので最
初は焼肉か何か。で、その後オトナだけの主席などの配慮もしたいと考えています。
＞TAKA様
はじめまして。ご参加いただけることを楽しみにしています。ご参加の予定であれば、メールフォームでお申込みしていただけるとメールも届
きます。（まだ先のイベントですので直前になってご都合が悪くなりましたらご相談下さい。）
さて、足寄駅の３０分停車の件と、秘境駅でのあと５分の停車。銀河線からダイヤの回答がありましたら、それを見て銀河線さんとやりとりを
したいと思います。３０分あれば足寄駅の塔に上り下りする時間もありますし。ちなみに秘境駅とはどこですか？ほとんどが秘境駅のような気
がして・・・。
窓の曇り。よくご存知ですね。そうなんです、北海道の場合窓ガラスが曇ります。最新型の特急や普通列車では曇りませんが、赤い７１１系
やキハ４０、特急ライラックあたりは曇っています。スーパー特急の前展望室も曇ります。銀河線車両も曇りそうな気がしますので、当日は雑
巾持参とした方がいいかもしれませんね。参加者の熱気もあってきっと曇ると思います。窓全開なら別ですが・・・。
... 2005/11/01(Tue) 10:44 No.154

◇Re: 企画について 投稿者：本物のＪＲ運転士
こんばんは。
是非とも、皆様の御意見を頂きたいと思って投稿してみました。
『特製のサボ（例：銀河線オフ会列車）』とかを製作し、当日に乗車する車輌にて【掲出しながらの運転】などを考えているのですが、いかが思
われますか？
これは、【ちほく高原鉄道側サイドとの交渉との結果次第】になるのかもしれませんが、『どうかな？』と思いまして・・・。
せっかくの『貸切列車』でありますので、少しでも【思い出に残るような列車】であって欲しいですね。
... 2005/11/02(Wed) 00:58 No.163

◇Re: 企画について 投稿者：たけ
こんばんは。おもしろい企画ですね。全区間でなくても全区間でもできたらいいですね。それをつけて走ればそれは本物のサボになりますか
らね。シビれます。
... 2005/11/02(Wed) 01:03 No.164

◇Re: 企画について 投稿者：TAKA
たけさま。
ご連絡ありがとうございました。申し込みについては、この掲示板の送信後に気づき、メールフォームで送信させていただきましたが、確認で
きましたでしょうか？
届いていなければ、再度送信します。
秘境駅については、笹森・薫別・川上の駅でしょうか。いずれにせよ、滅多にできない経験ですので楽しみにしたいと思います。
... 2005/11/02(Wed) 01:11 No.165

◇Re: 企画について 投稿者：たけ
TAKA様
メール確認しました。

笹森、薫別、川上は確かに秘境ですね。笹森ではスズメバチの巣を見て私もホームには立っていません。ちほくさんとの調整ですね。ちょっと
は停車できるかなぁ。現段階で笹森５分、薫別・川上１０分でＦＡＸしています。
... 2005/11/02(Wed) 01:40 No.167

◇Re: 企画について 投稿者：あお
サボの件ですが自分も賛成です。いい思い出になると思います。もし出来たらヘッドマークを装着してもらうのもいいのではないでしょうか？
... 2005/11/02(Wed) 06:29 No.170

◇Re: 企画について 投稿者：たけ
そうですね。ちほくさんとの交渉になりますが、可能ということでしたらみんなで作りたいですね。
... 2005/11/02(Wed) 11:19 No.172

◇Re: 企画について 投稿者：あお
オフ会も凄そうですが、その後の懇親会が・・・(^^;)
色々北見で出来そうな場所を探してますがネットから探すと情報の量が札幌よりはるかに少ないです。
まだ時間はあるのでじっくり探してみます。２次会もやるのであれば出来る限り安く済むようにしたほうがいいですよね？
... 2005/11/02(Wed) 19:15 No.173

◇Re: 企画について 投稿者：たけ
携帯から。懇親会は駅周辺での実施ですね。北見在住の方もいらっしゃるのでお力をお借りしたいとおもいます。
... 2005/11/02(Wed) 19:27 No.174

☆参加したいのですが 投稿者：ＨａｐｐｙＢｅａｒ

▲前 ▼次

たけ様、ご無沙汰しております。楽しそうな計画でワクワクしてきますね。参加したい気持ちはやまやまですが、状況はまだ好転しません。とりあえ
ず、当方サイトでも宣伝だけでもと思い、バナーを載せさせていただきました。オフ会のご成功をお祈りいたしております。運が良ければ参加できるか
もしれませんのでその節はよろしくお願いします。
... 2005/11/01(Tue) 22:33 No.161

◇Re: 参加したいのですが 投稿者：たけ
HappyBear様 ご無沙汰しております。サイトへは時々お邪魔していたのですが、釧路で受けた試験に失敗しオロオロしていました（笑）もう来
年に向けて動き始めていますけども。もし状況がよくなりましたらぜひお越し下さい。釧路の話題で盛り上がることもできそうです。（＾＾）その
際はお待ちしております。
バナーの件ありがとうございます。いろいろな方と交流できるという事で今からワクワクしています。
... 2005/11/01(Tue) 22:44 No.162

☆企画書です 投稿者：たけ

▲前 ▼次

こんにちは。
企画書を修正しました。お気づきの点がございましたら宜しくお願いします。↑の家マークです。
現時点で１６名のお申込みです。１１月中に２２名くらいまでのお申込みを期待したいところです。１２月には２６名、１月末で３３名くらい。最終的には
３０名から３５名くらいで落ち着くと安心です。先ずは最低ラインの２５名を目標に！
... 2005/10/30(Sun) 12:29 No.139

◇Re: 企画書です 投稿者：たけ
銀河線イベントお申込者にＢＣＣでメールをしています。届いていない方がいらっしゃいましたらお知らせ下さい。
... 2005/10/30(Sun) 13:00 No.140

◇Re: 企画書です 投稿者：たけ
FAXしました。
... 2005/10/31(Mon) 12:09 No.142

☆事前学習！ 投稿者：あお

▲前 ▼次

今回参加するのですが、最初で最後の銀河線乗車なので今、本で事前学習してます。矢野直美著｢北海道幸せ鉄道旅｣(北海道新聞社刊)に銀河線
乗車の話がありましたのでアウトラインは分かりました。
夏に取材されているので真冬の時はどうなっているか・・・今から楽しみです。
... 2005/10/29(Sat) 17:53 No.134

◇Re: 事前学習！ 投稿者：たけ
事前学習ですか。さすがですね。この掲示板でも１月くらいからはそんな話ができるといいですね。
矢野直美さんは、この前「のりゆきのトークｄｅ北海道」に出ていました。ＵＨＢかな。
... 2005/10/29(Sat) 21:06 No.135

◇Re: 事前学習！ 投稿者：あお
北海道ではかなり露出高いようですね。関東では雑誌に連載があるようです。
あとは年数回個展があるようです。ＨＰあったので見てましたがいい写真ありましたよ。
... 2005/10/30(Sun) 11:25 No.136

◇Re: 事前学習！ 投稿者：たけ

旅行して、駅の写真を撮ってお金がもらえたら幸せ・・・。
... 2005/10/30(Sun) 12:07 No.137

☆ここまで来た。序曲 投稿者：複電圧車

▲前 ▼次

十勝毎日新聞記事にこんな記事が出ています。
十勝バス、北見バスに決定 銀河線代替バス事業者 大半の路線で便数増加
[ 2005年10月20日の記事 ]
http://www.tokachimail.com/ikeda/
もう廃止で全てが走り始めてます。これはバスにしてその後は自然廃止になるための「序曲」です。何年か先にはバスも先細りの自然廃止となりま
す。このことを、行政も、住民も、バス会社も知るべきです。この区間のバスも多くは望めません、バスにしても補助が必要です、いつまでも補助は出
ません、お役人の施策の先送りです、自分の時に「ババ」を掴みたくないという考えなんです。結局過疎化へのスタートです。

... 2005/10/27(Thu) 17:19 No.123

◇Re: ここまで来た。序曲 投稿者：たけ
詳しい事情はわかりませんので何ともいえないです。役人とひとまとめにしても話は進みませんし。歴史をさかのぼれば、そもそも北海道は
大自然を開拓（破壊？）してこれだけの人が短期間に移り住んできた土地です。ここ１００年や２００年でいったいどれだけ大きな変化があった
のでしょう。そう考えると、いまのこの流れも仕方が無いのかも知れません。もう少し先になってみないことには銀河線の存続や廃止の評価も
難しいでしょうし。でも、決断はしなければならないし。
なお、この掲示板はオフ会の計画や銀河線の情報交換をメインと考えています（廃止賛成・反対・行政批判をする場所とは考えていません）
ので、廃線に対するご意見はメイン掲示板へお願いします。
... 2005/10/27(Thu) 19:02 No.126

◇Re: ここまで来た。序曲 投稿者：複電圧車
話題違いの内容を書き込み申し訳ございません。
反省。
... 2005/10/27(Thu) 19:19 No.128

☆鬼峠様の案について 投稿者：たけ

▲前 ▼次

みなさんこん○○は。当企画でいろいろと情報提供していただいている鬼峠様のご投稿よりピックアップしてトピを立てます。上の家マークを押すと鬼
峠様がご提案された案を確認することができます。
１案は朝の集合時間の問題があります。場合によっては前日に池田もしくは帯広入りしておくことが必要になりそうです。当日現地入りすることしか
できないという方が１名でもいらっしゃいましたらこちらは実施しません。（当初の予定の変更となりますので無理という方はその旨をご遠慮なくご投稿
ください。折り返し運転で若干の運賃増も発生すると思います。）
３案は転線というイベントもあります。各駅に停車する時間もあるようですが、後半は時間がなくなりそうです。みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
どちらも１長１短。鬼峠様のおっしゃるとおり、どちらもいいですね。
... 2005/10/23(Sun) 13:11 No.72

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：あお
自分は１案の方ですね。
帯広で宿泊も考えていますのでその辺は大丈夫です。
... 2005/10/23(Sun) 19:17 No.74

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：銀河線
メール拝見させていただきました。
自分も案３が一番良いと思います。
... 2005/10/24(Mon) 00:17 No.77

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：k2
今晩は、個人的には１案が嬉しいですね。
自分も前日は十勝泊するつもりです。
... 2005/10/24(Mon) 00:41 No.78

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：塚本雅浩
やはり、第３案が一番無難で良いのではないでしょうか？前泊しなければならないのも大変でしょうし…。
... 2005/10/24(Mon) 00:49 No.79

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：たけ
そうですね。障害が何も無いのが３案ですが。
... 2005/10/24(Mon) 01:38 No.85

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：あお
やはり３案を推す声が多いですね。時間がやはりネックですね。新千歳(とかち帯広)から池田入りするとなると３案が有力候補になりそうです
ね。
... 2005/10/24(Mon) 11:20 No.86

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：きたろう
東京から千歳に来る一番早い飛行機が８:００着なので、
一番早く池田につく時間は、

新千歳 普通 741M 08:16発
南千歳
08:19着
特急 4003D 09:33発
池田
11:52着
飛行機はJALの一番便で考えています。
スーパーとかちで帯広に入っても接続する
列車がないのでおおぞらで考えました。
このように三案でも時間的にぎりぎりです。
なので三案が無難だと思います。

... 2005/10/24(Mon) 18:37 No.87

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：たけ
３案の方向で固まりつつありますね。３案の場合は私も同じスーパーおおぞら３号で池田入りすると思います。列車内でも一部の受付を済ま
せ、さらには先に池田入りされている方々にもご協力いただいて手際よくやらないといけないですね。
... 2005/10/24(Mon) 19:26 No.88

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：たけ
１号で行く可能性も高いかもしれませんが。主催者なので早めに・・・。いずれにしても当日行くことになると思います。
... 2005/10/24(Mon) 19:27 No.89

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：分オイ
こんばんわ。３案いいですねぇ～ と言っても、私は前日に入らないといけませんけど… 日航機の時刻表 福岡～札幌間の時間が
３５１１便福岡１０時３０分出発 札幌１２時４０分到着
３５１３便福岡１０時５０分出発 札幌１３時００分到着
となる為です。
... 2005/10/24(Mon) 23:03 No.93

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：k2
今晩は。
やはり遠方からの参加の場合（自分もですが・笑）、３案に落ち着くのでしょうね。３案でＯＫです。
... 2005/10/24(Mon) 23:24 No.96

◇第3案について 投稿者：鬼峠
スレッドまで立てていただいて恐縮です。みなさんだいたい川上，分線あたりは既に訪れているのでしょうから，陸別以南に重点を置くという
点では第3案はよいかもしれませんね。
足寄～陸別間を一閉塞と想定してダイヤを組んでいましたが，どうやら上利別の閉塞は生きているらしいですね。そうすると臨Cの陸別到着
時刻を下り銀河の上利別発車時刻まで遅らせることができると思います。
それと日没前に北見へ到着したいということなら，臨Cの各駅停車時間を切りつめて上利別で726Dと交換すれば陸別から臨A3～臨
A5(or751D)のスジに載せることができ，たけさんが当初計画されていたダイヤに近づくと思われます。
... 2005/10/24(Mon) 23:33 No.97

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：たけ
みなさまありがとうございます。みなさまのご意見を踏まえ３案で可決します。鬼峠様のおかげで、大雑把な時間で提案して銀河線本社から
「無理」と返されて何もいえない状態は脱しました。うまくいくかどうかはわかりませんが、ある程度現実的な企画書を作る事ができそうです。
私は置戸まで明るさがあればいいかなと思います。各駅の停車時間を少しずつ長めにとって、置戸からは駆け足でもいいかなと思うのです
が、そのような時間では走ることはできそうでしょうか？川上駅は、参加者のご希望にもあるようにできればきちんと停車したい駅です。陸別
の出発を少し早くすることで対応できそうですか？なお、陸別駅は３番線まで線路があるようです。明後日から公開する前展望動画でご確認
下さい。使えるかどうかはわかりませんが、もし使えれば、３つのホームに銀河線車両というシーンになるのではないかなと思います。妄想か
もしれませんが、今日動画の編集をしながら考えました。
... 2005/10/25(Tue) 00:54 No.98

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：あお
おはようございます。
３案に落ち着きましたね。自分もその方向で準備はしておりますが、不測の事態があるといけないので前日に帯広へは入っておく予定です。
あとは参加人数が揃うこととたけ様のちほくとの交渉に進んできますね。
... 2005/10/25(Tue) 07:40 No.99

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：本物のＪＲ運転士
ここのところ、『研修施設』と書かれた【鑑別所（爆）】におりますので、投稿が遅くなりました。（詫）
私も、出来れば【三番目の案】を希望します。
九州方面からの場合、【トワイライトエクスプレス】や【北斗星１号】に乗っても、『スーパーおおぞら３号』に間に合うので、助かる方がいらっし
ゃる事と思います。
... 2005/10/25(Tue) 13:04 No.101

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：たけ
あとは銀河線さんにこの３案を呑んでもらうようにしないと…
... 2005/10/25(Tue) 21:21 No.102

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：あお
あとはたけさんとちほくの運輸課・営業課と交渉ですよ。真剣勝負で行きましょう！こちらの条件は揃いましたから頑張ってください。
... 2005/10/25(Tue) 21:49 No.103

◇陸別駅3番ホームについて 投稿者：鬼峠
陸別駅3番線はホームとして生きているのですかね。
http://www.onitoge.org/gazou/rikubetsu7.jpg
使えるなら転線の必要がなくまったく問題ないですね。ただホームは除雪してもらわないといけないかもしれませんが，。

http://www.onitoge.org/gazou/rikubetsu3.jpg
あと一閉塞一列車の原則から下り銀河が置戸駅に到着するまで臨時列車は陸別駅を出発できないと思います。各駅でちょっとずつ停まるよ
りも川上駅でできるだけ長く(といっても10分もとれないと思いますが)停まったほうがよいのではないでしょうか。

... 2005/10/25(Tue) 22:40 No.104

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：たけ
さすがですね。出発したらいけると思っていました。
閉塞とは
[信号]

-列車-

[信号]

-列車-

[信号]

では無いのでしょうか？陸別と置戸の間は信号なしですか。
単線と複線では違うのか…。
... 2005/10/26(Wed) 00:27 No.105

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：あお
たけさん、閉塞の基本的な仕組みは単線、複線どちらも同じです。一つの閉塞区間に一列車が原則です。これと連動してＣＴＣ装置(列車集
中制御装置)があります。
... 2005/10/26(Wed) 07:59 No.106

◇ちほく高原鉄道の閉塞方式 投稿者：本物のＪＲ運転士
ネットで調べる限り、どうやら『特殊自動閉塞方式』のようですね。
実際の路線を知りませんので『ネットの情報のみを頼り』にしていますが、『陸別～置戸は３０㎞ほどあるようですが、駅間は【１閉塞】』になっ
ているようです。
その為、鬼峠さまの御投稿内容の通りに【銀河が置戸到着するまでは陸別を出発できない】と言う事になりますね。
... 2005/10/26(Wed) 08:01 No.107

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：たけ
やっぱり。三笠の鉄道村の模型で勉強しましたので覚えていました。でも３０Kｍ先に行かないと発車できないなんて。逆に後ろからくる列車
のために先に駅に入らないと定期列車に遅れることも考えられるのですね。そうか・・・普段は快速も特急も無いから対向列車が発車すれば
基本的に問題がないのですね。
... 2005/10/26(Wed) 10:09 No.108

◇陸別３番線 投稿者：ポニー１３９
陸別の３番線の先には、モーターカーの車庫があったと思います。
あと、直接３番線に入れるかが問題ですねぇ。
マニア的には、ちほく高原鉄道の３線並びは、魅力なんですけど＾＾
... 2005/10/26(Wed) 22:46 No.111

◇Re: 鬼峠様の案について 投稿者：たけ
そうですね。３並びは見てみたいです。
どちらにしても銀河線本社しだいです。
... 2005/10/26(Wed) 23:11 No.112

☆行きたいところですが・・・ 投稿者：かわうそ99

▲前 ▼次

こんばんは。オフ会貸切列車のご案内頂きましてありがとうございます。
当日の前後に休暇を1日でも取れればＡＩＲ ＤＯにでも乗って行きたい
ところですが、今のところその可能性は20％程度（＾＾；）、
年末年始だったら行ってしまうかも・・・
ふるさと銀河線には国鉄時代に1回、3セク化後は今年7月、小利別の
とほ宿に泊まった折に星空観望列車というイベント列車があると聞いて
置戸まで乗っただけ、夏とは全く違うであろう冬の車窓の景色も眺めて
みたいです。
... 2005/10/18(Tue) 20:13 No.10

◇Re: 行きたいところですが・・・ 投稿者：たけ
＞かわうそ９９様
ご投稿ありがとうございます。２月末の予定＆遠方ということで難しいことはよく承知しております。もし可能でしたらということでみなさんにお
知らせしています。
星空列車ということは車内は真っ暗にしたのでしょうか？車両を貸し切ってイベントなので、今回しかできないこともお願いしてみたいです。昼
なので星空というわけにはいきませんが。もしご都合がつきましたらぜひお越し下さい。
... 2005/10/19(Wed) 02:04 No.11

◇Re: 行きたいところですが・・・ 投稿者：かわうそ99
こんばんは。オフ会のほうは多分行けないとは思いますが、取り合えず私のサイトにこのイベントのリンクを貼っておきました。弱小サイトゆ
えどれだけの方の目に触れるか疑問ではありますが(^_^;）、イベントの成功を祈っております。
星空観望列車の件ですが、小利別－置戸の池北峠の信号所跡で停車し、車内を消灯して天体の解説がありました。幣サイトに画像を公開
しております。よろしかったらご覧下さいませ。m(_ _)m
... 2005/10/23(Sun) 18:53 No.73

◇Re: 行きたいところですが・・・ 投稿者：たけ

かわうそ９９様。
いつもお世話になっています。バナーの貼り付けありがとうございます。ところで、画像の件ですがどのコンテンツにありますか？一通り見て
いるのですが見落としてしまったのでしょうか、見つかりませんでした。申し訳ありませんが教えていただけるとうれしく思います。
... 2005/10/23(Sun) 21:58 No.75

◇Re: 行きたいところですが・・・ 投稿者：かわうそ99
これは失礼しました。直リンクで貼り付けておきました（↑の家のマーク）。
夜のイベントということでうまく写るかどうか心配でしたが、
デジカメの面目躍如といったところでしょうか。
... 2005/10/24(Mon) 20:25 No.90

◇Re: 行きたいところですが・・・ 投稿者：かわうそ99
連続ですみません。自分でクリックしてみたけどうまく表示され
ませんでしたので・・・
幣サイトのトップページ→リバイバル＆イベントトレイン（その4）
で上から3つ目の項目にあるのですが。
... 2005/10/24(Mon) 20:30 No.91

◇Re: 行きたいところですが・・・ 投稿者：たけ
http// が２回はいっていますね。
写真を拝見しました。結構参加者がいるのですね。陸別から置戸は夕暮れですが星を見る時間では無いですね。雪明りで明るいかもしれま
せん。
デジカメは夜強いですね。
... 2005/10/24(Mon) 22:10 No.92

☆参加する予定でおりますが・・・ 投稿者：Taku@Kitami

▲前 ▼次

ご案内ありがとうございました。
臨時列車に参加する予定でおりますが、ちょうど「超割・バーゲンフェア」期間中なもので、今月中には来道予定の友人やイベント日程がどうなるか
が見えてくると思います。
スケジュールで気になったのですが、17時頃 北見着だと快速銀河と併結することになってしまい、各駅停車になりません・・・（快速の俊足ぶりを体
感していただくのもよいのですが）
陸別→置戸間の除雪ダイヤが不明なので修正もあり得るとは思いますが、現実的なダイヤは下記の通りだと思います。（団体列車は新規スジでは
なく、既存列車に併結しています→10/2には前代未聞の５両編成で運行）
池田12:03－723D→13:31陸別＝臨時列車（小利別or置戸で714Dと交換）→置戸15:57－751D→16:35北見
両端のお酒関係（オホーツクビール友の会会員＆十勝ワインバイザー）にはコネクションがありますので、お手伝いできることがありましたらおっしゃ
ってくださいね。
... 2005/10/20(Thu) 22:47 No.21

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：たけ
Taku@Kitami様
ご投稿ありがとうございます。ぜひお誘い合わせの上ご参加いただけるとうれしく思います。ここに参加したみんなの心に、共通の銀河線の
思い出が刻まれるというのは何ともステキだと思い、ぜひ実現したいと思っています。
さて、ダイヤの件ですが、スーパーおおぞらで池田入りされる方が多数いらっしゃいますので、１３：００ごろの出発で考えておりました。臨時
で走らせるか、連結して走らせるかは、こちらの希望によって会議で決めるそうです。１３：００ごろの列車はありませんので、置戸まで臨時運
転してもらい、そこからは一般の置戸15:57－751D→16:35北見にくっついて走るというようなダイヤではいかがでしょうか。駅めぐり、構造物フ
ァンの方もいらっしゃいますので、できるだけ通過駅は減らしたいと考えていました。これは具体的にこちらで案を出して、銀河線本社と打ち
合わせていくしか無いと思います。今月末頃に、みなさんに改めてご相談差し上げます。せっかくですので極力多くの方のご希望に添えるよ
うに頑張りたいと思います。
＞両端のお酒関係（オホーツクビール友の会会員＆十勝ワインバイザー）にはコネクションがありますので、お手伝いできることがありました
らおっしゃってくださいね。
たいへん心強く思います。これから実施にむけてご相談することもあると思いますので宜しくお願いします。
... 2005/10/21(Fri) 00:28 No.23

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：鬼峠
ご案内ありがとうございました。まだ先のことでありどうなるかわかりませんが，ぜひ参加させていただきたいと思います。
実際に筋を引いてみたのですが，13時に池田を出ると置戸発15時57分の列車に間に合わないのですね。
http://www.onitoge.org/gazou/chihoku.pdf
個人的には釧北信号場跡での臨時停車があると嬉しいです。
... 2005/10/21(Fri) 21:53 No.30

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：Taku@kitami
鬼峠さんスジ引きありがとうございました。小利別では交換できませんので、13時発ではやはり厳しいようですね。
臨時仕立てできると、途中の駅で時間調整という名目で停車できますね。
池田で「いたくらのステーキ弁当」、本別で「菓子の家のシュークリーム」（駅からちょっと遠いが）、足寄で「高橋菓子店の豆角食」、陸別・置
戸・訓子府で「駅前のそば屋食べ比べ」なんていうことも・・・
銀河線の交換可能駅は、高島・本別・足寄・大誉地・陸別・置戸・訓子府・上常呂です。
それに日没の関係もありますので、あまり遅くならない方が良いのかとも思っておりますが・・・

とかち帯広空港からだと、連絡バス＋Sおおぞらで 1,740円かかります。人数が集まるとタクシーやレンタカーあいのりも同程度の予算で可
能ですよ・・・
... 2005/10/21(Fri) 23:36 No.33

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：鬼峠
大誉地では列車交換できないですね。上利別は交換設備があるのですが，定期列車で交換を行う列車は1本もなく，実際に交換可能なのか
どうか不明です。もし可能ならば上利別で定期列車と交換するダイヤを設定すれば貴重なシーンになりますね。
... 2005/10/21(Fri) 23:56 No.34

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：たけ
鬼峠様。お久しぶりです。ぜひまたお会いしたいと思っていました。
ダイヤに関する情報ありがとうございます。
なかなか難しいですね。こちらで時間だけ見て間に合うかなと思っても、単線ということを考えるとそんなに甘くは無いのですね。現在までに
川上駅の停車リクエストがあります。
スーパーおおぞら１号となるとかなり余裕はできますが、そうなると参加そのものが厳しくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そう考え
ると、１２：１０ころが限界になるかなと思います。池田に入ってあわただしく出発することも寂しいですね。ちなみに、２月末の北見は日の出
6:08 日の入17:07です。日没との戦いです。添付資料を拝見しましたが、ピンクの点線でいくと陸別では３つの列車が交換することになります
ね。途中で撮影のためにいくつか停車をしていくととても夕方５時に北見に到着することは難しそうですね。夕方５時に置戸がやっとでしょう
か。北見到着６時ころ。季節を考えるとやむをえないでしょうか。
... 2005/10/22(Sat) 21:19 No.53

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：Taku@Sapporo
交換可能駅勘違いしておりました。申し訳ありません・・・
あれもこれもと考えていくと難しくなることも想定されますので、
たけ様の案でちほくと相談されるのが良いと思います。
... 2005/10/23(Sun) 00:09 No.61

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：鬼峠
比較検討案を作成してみました。
http://www.onitoge.org/gazou/chihoku1.pdf
第1案 臨A1～臨A2～臨A3～臨A5
本別まであまりゆとりがないが，本別～陸別は各駅5分程度停車可。陸別～置戸は時間があるため折り返し運転を行い，駅間歩きや走行シ
ーン撮影のニーズに対応可。臨A1のスジはSL銀河号で実績あり。
第2案 723D併結～臨B～751D併結
最低限の妥協案として分線，川上，小利別の各駅で10分程度停車可。
第3案 臨C～753D併結
池田～陸別では各駅5分程度停車可能。真髄の陸別～置戸に余裕がない。陸別では待機中に定期列車どうしの交換があるため，いったん
転線が必要になる。
やるからには1案か3案の実現を期待したいですが，両者一長一短でどちらも捨てがたいものがあります。
... 2005/10/23(Sun) 01:23 No.62

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：たけ
Taku@Sapporo様
札幌からありがとうございます。担当される方によって対応が違うことはいろいろなところで経験していますので頑張ります。そこは我慢です
ね。良い対応をしていただける事を願います。こちらも、ある程度人数を確保して検討に値するだけの案をだして誠意を見せたいと思います。
鬼峠様
ダイヤの案ありがとうございます。非常ーーーっ！にわかりやすかったので大変参考になっています。１案いいですね。銀河線の旅を満喫
できます。折り返しの分の運賃増や朝の集合時間など変更が出ますね。これは既に募集を開始している関係上、全員にご賛成いただかない
と無理ですね。でもお聞きしてみたいと思います。
３案は一番妥当なのかなと思いますが、後半忙しいですね。でも、１２時半ころの発車で各駅に少しずつでも停車できるのはいいですね。現
実的なのかなと思います。陸別駅ではわりとゆとりがありますね。でも転線とありますが？？
... 2005/10/23(Sun) 11:09 No.68

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：あお
自分もこの案には賛成ですね。１案もいいですけど３案にはもっと興味あります。転線体験は２回ぐらいあります。
某鉄道会社のイベントで乗った事がありますがいいですよ。
この時は一度本線から引き上げ線に入りその後本線を渡り目的の引き上げ線のホームへ入線する体験をしました。
ところで、出発時間が丁度お昼時に掛かっていますがお弁当などはどうなっていますか？飲み物に関してはキオスクにあらかじめ予約してお
けば大丈夫ですが、お弁当だけは人数揃ったところで聞いておく必要はあります。
... 2005/10/23(Sun) 12:17 No.70

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：たけ
こんにちは。１案も３案もどちらもいいんですよね。
お弁当は今のところ未定です。飲食物に関しては情報提供にとどめ各自で用意という方法もあります。運営上みなさんから用意して欲しいと
いう意見が殺到すれば別ですが。
どちらにしてもキヨスクで売り切れて買えないとなると寂しいので、直前にみなさんにお聞きして、キヨスクに連絡することは検討します。あく
まで飲食は各自持参ということにしたいなぁと考えています。
... 2005/10/23(Sun) 12:52 No.71

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：Taku@Kitami
池田駅の駅弁「ステーキ弁当」は、どちらにしても予約しなければならないので、参加申し込みの際にとりまとめられてはいかがでしょうか？
（各自依頼するよりもよさそうですし）

池田駅前ですが、キオスク・和田酒店（おみやげ店も兼ねる）があります。あとコンビニはローソンまで徒歩７分程度でしょうか。
... 2005/10/24(Mon) 01:17 No.81

◇Re: 参加する予定でおりますが・・... 投稿者：たけ
そうですね。１月末の段階で集約したいと思います。私も食べたいですし。
... 2005/10/24(Mon) 01:36 No.84

☆うまく協力が得られると・・・ 投稿者：Taku@Kitami

▲前 ▼次

ちほくからうまく協力が得られると、このようなことが可能だそうです。HBCニュースより
イエロー・ホワイト号、カーペット車の３両編成 臨時列車が昨日走りました。
http://news.hbc.co.jp/10232000.html
ちなみに以前訓子府郵便局勤務で、銀河線切手販売などで尽力されていた方の結婚披露宴だそうです。
... 2005/10/24(Mon) 01:10 No.80

◇Re: うまく協力が得られると・・・ 投稿者：たけ
先日ＵＨＢで見ました。企画の段階で地域が一体となってがんばっていました。貢献度が違いますのでなかなかこうはいかないでしょう
が・・・。
... 2005/10/24(Mon) 01:35 No.83

☆今晩は 投稿者：k2

▲前 ▼次

※「地図と遊ぶ」様のアドレス変更に伴いこの記事は管理人が投稿しなおしました。
-下記オリジナル参加者が少しずつ増えていますね。
自分の友人のサイト「地図で遊ぶ」と言うサイトでもこちらのリンクを貼ってもらいました。
立ち上がったばかりのサイトですけど、同人誌としては長く活動しています。
旅好きが集っていますので、是非一度ご覧下さい。
http://www.geocities.jp/chizuaso/index.html
... 2005/10/23(Sun) 10:54 No.63

◇Re: 今晩は 投稿者：k2
ご存知かもしれませんが、北海道新聞のサイトに紅葉の中を走る銀河線の画像が紹介されていました。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20051021&j=0025&k=200510217465
... 2005/10/23(Sun) 10:54 No.64

◇Re: 今晩は 投稿者：たけ
K2様 ありがとうございます。先方にもごあいさつに参ります。「地図で遊ぶ」という響きはいいですね。旅の原点に返った気がします。そうい
えば、教員採用試験の面接練習で、「地理のおもしろさはなんだ」と聞かれて、「地図を見ることです。地図には無限のドラマが隠されていま
す。」と答えたような気がします。今になるとよくわからない言葉ですが、１枚の地図に書き込まれた情報はいろいろと楽しめますし、それだけ
で旅もできます。まもなくひとつの路線がその姿を消していくのでしょうか。
北海道新聞といえば、今日の朝刊には廃線後の鉄道設備についてどうするかという記事も出ていました。
... 2005/10/23(Sun) 10:55 No.65

◇Re: 今晩は 投稿者：ｋ２
廃線と言えば今から３２年前、白糠線が赤字ローカル線として全国で初めて廃線になりました。
あの頃は道内至る所に鉄道が走っていましたね。
... 2005/10/23(Sun) 10:56 No.66

◇Re: 今晩は 投稿者：たけ
白糠線の廃線跡は国道と何度も交差するのでよく目にしていました。あのころは１日半の休日を必死にすごしていたので周りを見る余裕があ
まりありませんでした。今回参加される方の中にも廃線跡の情報をたくさんお持ちの方がいらっしゃいます。応援サイト様としてリンクしている
ところですので、ぜひご覧になってみてください。

... 2005/10/23(Sun) 10:56 No.67

◇Re: 今晩は 投稿者：k2
おはようございます。
管理人様、リンクの件お手数をおかけしました。
ありがとうございます。
今日の東京は久し振りに青空が広がっています。
... 2005/10/23(Sun) 11:25 No.69

☆こちらでははじめまして。 投稿者：Kazuo
はじめまして。九州のKazuoと申します。
今回の銀河線オフ、今から非常に楽しみにしております。
早速、幣事業部とのリンクを開通して頂き、ありがとうございました。今後とも、何らかの形で交流を深めていけたら、と思っております。

▲前 ▼次

初めて北海道訪問をしたのが今年の夏で、九州並みに非常に暑かったです。函館と森にしか行ってないのですが、冬の北海道はテレビで見ている
だけなので、ちょっと服装に不安もありますが、それ以上に行くことを楽しみにしております。
盛会になることを願ってやみません。メールで報告をしておりますが、銀河線オフのバナーも貼っておりますので、たくさん集まるといいですね。
... 2005/10/22(Sat) 15:21 No.50

◇Re: こちらでははじめまして。 投稿者：たけ
kazuo様ありがとうございます。この掲示板は企画の実施計画ばかりではなくいろいろな交流のきっかけになればうれしく思います。イベント
当日まで４ヶ月ありますが、それまでにネット上の仲ではありますが仲良く交流ができていれば当日の楽しさも何倍にもなると思います。冬の
服装につきましてはおそらく、近くなりましたらこちらの掲示板で情報も交換することとなると思いますので、よろしければご参考になさってくだ
さい。
... 2005/10/22(Sat) 16:06 No.51

☆はじめまして 投稿者：あず

▲前 ▼次

塚本様の掲示板を拝見してお邪魔しました。
まだ先のことですので確約は出来ないのですが、是非参加させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
25名の参加表明がありますことを願って・・・。
... 2005/10/22(Sat) 13:16 No.48

◇Re: はじめまして 投稿者：たけ
はじめまして。こちらこそ宜しくお願いします。
みなさんのご協力あってはじめて成功できるイベント。実現できるかどうか、みなさんいに本当にご満足いただけるかどうか不安もいっぱいで
すが頑張ります。大変楽しみです。
... 2005/10/22(Sat) 13:28 No.49

☆オフ会にリンク 投稿者：ＥＦ６４８０

▲前 ▼次

こん＊＊は。
ふるさと銀河線オフ案内のリンクですが当ＨＰのＴＯＰからリンクを貼っておきました。私は住んでいる土地柄、家庭の事情の理由で参加出来ません
が盛会をお祈りしています。
ふるさと銀河線と言えば昭和53年の池北線の時代に乗車しておりますがやはり置戸ー小利別間の無人の峠越えが印象に残っています。
... 2005/10/22(Sat) 09:40 No.42

◇Re: オフ会にリンク 投稿者：たけ
こん××は。
リンクありがとうございます。皆さんに応援していただいてだんだん実現に向けて進み初めました。本当にありがとうございます。置戸-小利別
の峠越え。次回の前展望動画公開区間ですのでぜひご覧下さい☆
... 2005/10/22(Sat) 11:06 No.47

☆当日の集合時間 投稿者：たけ

▲前 ▼次

先のご投稿でなかなか時間が厳しいということも見えてきていますが、池田駅集合時刻についてお聞きします。現在はスーパーおおぞら３号にあわ
せて集合時刻を決めていますが、これが１号になった場合はいかがでしょうか？ちなみに南千歳発が７：３３なので、道外の方はもちろん、道内の場
合でも前泊が必要になるのではないかと考えます。できるだけ多くの方にご参加いただきたいものですので、無理な変更はしませんが、ご意見をいた
だけるとうれしく思います。
... 2005/10/22(Sat) 00:26 No.39

◇Re: 当日の集合時間 投稿者：あお
各地から新千歳から空路入りする場合は朝９時までが池田へ行くタイムリミットですね。
南千歳７：３３発ですとまだ空の上ですからそうなってくると帯広、若しくは池田に前泊する必要がありますね。
... 2005/10/22(Sat) 10:41 No.44

◇Re: 当日の集合時間 投稿者：たけ
そうですよねぇ。すでに予定を組まれている方もいらっしゃいますし。集合時間・出発時間は早める事ができて３０分かなぁ。
... 2005/10/22(Sat) 11:02 No.46

☆停車を希望する駅専用トピ 投稿者：たけ

▲前 ▼次

みなさんお世話になっています。当日の企画に向けての重要事項のひとつにダイヤがあります。諸先輩方の貴重なアドバイスにより、ダイヤもそう簡
単には決められないということを実感しております。各駅停車に連結すれば全ての駅に停車することはできるでしょうが、１５秒ほどで発車することが
多々あります。今のところどのようになるかわかりませんが、こちらの希望どうり走ってもらえるとして先ずはご意見を伺いたいと思います。停車を希
望される駅がありましたら、ここにレスをお願いします。
... 2005/10/22(Sat) 00:22 No.38

◇Re: 停車を希望する駅専用トピ 投稿者：k2
今晩は。
停車希望駅は「川上駅」。
単純に自分の苗字と同じなので。北海道には、「川上」「上川」とあってありがたかったのですが、その一つが無くなるとなると寂しいですね。
時間的に日暮れギリギリですかね！？

... 2005/10/22(Sat) 01:52 No.41

◇Re: 停車を希望する駅専用トピ 投稿者：たけ
川上駅ですね。陸別-置戸間ですのでまだ明るいと思います。ダイヤによってはまだわかりませんが、せめて置戸までは明かりのある時間で
行ければと・・・。
... 2005/10/22(Sat) 10:59 No.45

☆行ってみたいです。 投稿者：分オイ

▲前 ▼次

初めまして、本物のＪＲ運転士さまのＨＰを拝見し、こちらへお伺いしました。北海道には一度も行った事がなく（汗）
どの付く田舎者ですので、本やテレビなどでしか、北海道の
事をしりません、銀河線にも一度でいいので乗車してみたいです。予算の都合がありますのでそう簡単に行く事は出来ませんけど、（旅費を含めてホ
テル代、道内を移動する際の料金）その中でも、旅費が一番高いです。もし 都合があえばその時は観光を兼ねて参加したいです。銀河線の駅名看
板のデザインが結構洒落ていますね！
... 2005/10/20(Thu) 23:38 No.22

◇Re: 行ってみたいです。 投稿者：たけ
はじめまして。お名前だけは本物のＪＲ運転士さまのＨＰの掲示板で拝見していました。冬の北海道をぜひ一度体験してみてください。旅費の
件は確かに簡単に移動できる距離ではありませんし、なんともいえませんが、ホテルと飛行機がパックになったようなもので、あとはフリーと
いうようなものもありますので何か安いプランがあるといいですね。必要な情報がありましたら道内分に関しましては私も頑張りますので、お
気軽にご相談下さい。銀河線の駅デザイン。あれも、もうまもなく・・・寂
... 2005/10/21(Fri) 00:36 No.24

◇Re: 行ってみたいです。 投稿者：あお
分オイ様初めまして。旅費ですが、大分からですと３泊４日で大分～羽田往復、羽田～道内各地往復、４日間分のＪＲのフリーパス、３泊の宿
泊代（差額込み）で約８万円掛かります。（ジャルツアーズＨＰより）
ネックは大分から大阪（伊丹）か東京（羽田）のどちらで乗り継ぐかで代金も違うと思いますし、ネットで調べていけば必ず安いものが見つかり
ますので普段から旅行代理店のＨＰは覗いておくといいです。
ただ、北海道は季節によって旅行代金も夏と比べて割高になっている傾向があります。
... 2005/10/21(Fri) 20:55 No.29

◇ありがとうございます。 投稿者：分オイ
たけさま、あおさま！初めまして。
私が住んでいる所を言い忘れました（汗）名前が大分の
名前ですけど、私は福岡に住んでおります。時刻表を見て
いましたら、札幌（千歳）か帯広（とかち帯広）のどちらを使用するか？前者だと、スーパーおおぞらを利用して池田に行く予定です。後者は空
港からバス利用で帯広まで行きそこから池田に入れます。銀河線で行ってみたい（停車）所は、
薫別駅と西一線駅です。昨日書き込みした駅看板のデザインですが、銀河線のＨＰを見ておりましたら、キーホルダーやサボなどが発売され
ているんですねぇ～
後は、宿泊場所を決めるだけです！
... 2005/10/21(Fri) 22:23 No.31

◇Re: 行ってみたいです。 投稿者：あお
分オイ様、その辺が一番良いと思われます。新千歳着でしたら朝９時までに着くようでしたらＪＲ移動が楽です。
とかち帯広空港からは到着１５分後に帯広駅方面へのリムジンバスが発車するそうです。
... 2005/10/21(Fri) 23:05 No.32

◇Re: 行ってみたいです。 投稿者：たけ
こんばんは。私も勝手に大分ではないかと思ってしまいました。思い込みはいけないですね。Taku@kitami様のご意見のように同じような状況
で池田入りされる方が他にいらっしゃいましたら割り勘で同じ車で移動するということもアリかもれませんね。もう少し経てば他の道外の方の
当日の状況も見えてくるかもしれません。
... 2005/10/22(Sat) 00:05 No.36

☆はじめまして 投稿者：k2

▲前 ▼次

今晩は、あおさんの紹介でやってきました。
自分は東京在住、でも北海道大好きなので、何とか遣り繰りして参加したいと思います。
十勝へはほぼ毎年出掛けています。
旧池北線時代ですが、自分の苗字と同じ名前の駅へ出掛けたのが懐かしいです。
是非とも成功させてください。
... 2005/10/20(Thu) 00:17 No.18

◇Re: はじめまして 投稿者：たけ
こんばんは、書き込みありがとうございます。思い出のふるさと銀河線もあとわずかなんですね。ぜひ一緒に楽しい思い出づくりができたらい
いなと思います。それでは宜しくお願いします。
... 2005/10/20(Thu) 00:25 No.19

◇Re: はじめまして 投稿者：k2
すいません、書き忘れましたが、リンクを貼らせていただきました。
... 2005/10/20(Thu) 00:26 No.20

☆お誘い有難うございます。 投稿者：よっきー
こんばんは。素晴らしい企画ですね！

▲前 ▼次

私も是非参加したいところですが、やはり現時点でハッキリとしたお返事ができない状況です。この時期、大学の方は休みなのですが、就職活動
等々の予定が入るかもしれませんし、旅費の問題もあります・・・。
参加人数を早く把握しなければならないことは、もちろん承知です。もし、直前（一ヶ月程度前）になっての参加表明にも相談にのっていただければ幸
いです。
... 2005/10/19(Wed) 23:05 No.14

◇Re: お誘い有難うございます。 投稿者：たけ
よっきー様
いつもありがとうございます。就職活動は大事です。ぜひ優先してください。と、いいつつお会いできたらいいですねと思います。旅費の問題
も・・・。そうなんですよね。
ご都合がつきましたらぜひお待ちしています。
... 2005/10/19(Wed) 23:47 No.17

☆はじめまして 投稿者：ポニー１３９

▲前 ▼次

本物のＪＲ運転士さんのサイトを見て、やってきました。
星空列車ですが、「心に刻もうふるさと銀河線の会」と言う地元の有志の皆さんが企画し、実際に、ある区間（踏切などがなく安全に支障ない区間）で
室内灯を薄くして行ったと聞きました。
お願いしてみては、いかがですか？
ちなみに、私も、当日は参加できるように、検討しています。
... 2005/10/19(Wed) 22:40 No.13

◇Re: はじめまして 投稿者：たけ
ポニー１３９様 はじめまして。どうぞ宜しくお願いします。
星空の中を走る銀河線とはステキですね。今の時点では昼から夕方の時間にかけての走行なので星空とは簡単にはいきませんが、実際に
参加者がある程度増えた段階で皆さんに企画の詳細を打診したいと思います。せっかくの貸切列車ですので、ひとつふたつお願いをしてみ
たいです。もちろん安全第一ですが。それでは今後とも宜しくお願いします。
... 2005/10/19(Wed) 23:44 No.16

☆こんばんは 投稿者：あお

▲前 ▼次

こちら(関東)から各地に広報活動を行い一人でも参加して頂けるために努力しています。
自分も行く予定を立て始めています。場所の関係で旅費は高めですが絶対行くぞ！と気合い入れてます。
... 2005/10/19(Wed) 19:18 No.12

◇Re: こんばんは 投稿者：たけ
いつもありがとうございます。今年がダメなら来年というわけにもいかず、本当にラストチャンスなので頑張っています。でも、かけがえの無い
思い出になることも間違いないので今から楽しみです。今月中に少しでも多くの方が前向きに検討して参加の方向で申し込みをしていただけ
ると実施の可能性が大きくなります。場所が場所だけに大変ですが、このスペシャルイベントをみなさんの応援に支えられながら成功させた
いと思います。
... 2005/10/19(Wed) 23:41 No.15

☆うーん、行きたい… 投稿者：gacha310

▲前 ▼次

こんな楽しそうな企画、北海道にいるならなんとしても参加したいところですが…。廃線の辛さも切実に標津線で経験してますし。
時期が時期＆経済的なものもあり、涙ながらに見送らざるをえなさそうです。
何もできないかと思いますが、動向を伺いながら何かお役に立てることがあれば何なりと言って下さい。
... 2005/10/18(Tue) 02:00 No.8

◇Re: うーん、行きたい… 投稿者：たけ
こんにちは。そうですね。時期が時期ですし、職場の雰囲気もあるし・・・。そのお気持ちは痛いほどよくわかります。なんというか寂しいです
ね。たまには楽しんでもいいと思うのですが。そうは言ってもと・・・。一緒に働いていた頃を思い出します。
ここ数年での私の企画する最大級のイベントなのでなんとしても成功させたいと思います。
... 2005/10/18(Tue) 12:16 No.9

☆OFF実行 投稿者：銀河線

▲前 ▼次

こんばんは、銀河線です。
自分も絶対に参加させていただきます。
また協力も出来る限り致しますので、どうぞお気軽にメールよろしくお願いします。
北見に住んでいるため多少の協力は出来ると思います。
ぜひ、OFF会が実行されるといいですね。
資料もいろいろ探してみます。
... 2005/10/18(Tue) 00:03 No.6

◇Re: OFF実行 投稿者：たけ
ありがとうございます。
北見在住の方がご参加いただけるということは大変うれしく思います。身近なお仲間様もぜひお誘いあわせ願います。

... 2005/10/18(Tue) 00:15 No.7

☆祝！オフ会掲示板開設 投稿者：あお

▲前 ▼次

たけさん、お疲れさまです。
私も参加するしないにかかわらず可能な限りご協力させて頂きたく思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
色々な方にお会いできることを今から楽しみにしております
... 2005/10/17(Mon) 22:36 No.4

◇Re: 祝！オフ会掲示板開設 投稿者：たけ
ありがとうございます。いろいろな方とお会いできることも楽しみですし、廃止する路線で貸切というレアなイベントは、参加者の心に深く刻ま
れることと思いますのでぜひとも成功させたいと思います。
... 2005/10/17(Mon) 23:51 No.5

☆祝・開設祝。 投稿者：本物のＪＲ運転士

▲前 ▼次

こんにちは。
オフ会の専用掲示板を開設されたようですね。
九州の田舎者である私は、乗り鉄・飲み食い鉄（爆）が好きでして、開催を楽しみにしております。
楽しいオフ会となれるように、私も可能な限りで発言などでのお手伝いをさせて頂きたく思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
＞北見で解散（食事会などの企画があってもいいかも）
私も、乗車後の懇親会の開催を出来れば希望したいと思います。せっかく全国各地からの鉄道ファンが集まってのオフ会ですので、【Ｘ次会《←Ｘは
正の整数（爆）》】があっても良いかと思います。
... 2005/10/17(Mon) 17:57 No.2

◇Re: 祝・開設祝。 投稿者：たけ
ありがとうございます。ホームページでも目立つように紹介していただき、お礼の言葉も思いつきません。なんとかまず「実施」できるように努
力していきます。
... 2005/10/17(Mon) 21:56 No.3
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