モデル都市をめざして
人と環境にやさしいトランジット
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Text by岡 将
圏倉敷市の姉妹都市 。ニ ュー ジ ー ラン ド
のクライス トチ ャーチでは、世界で臨―
街中を走る路面電車め中でデ ィナ ーが楽
しめる。 暮れなずむ町並み と夜景 を背景
グラスを傾 けると、衛そ翁ものがすば
ら しも畷 台装置 ￨こ 変身 する。
こんな ことがいま広 島と問曲で可能 に
なろうと してしヽ
る。広島では市民グル ー
プが 50回 鍾わた って 、 ドイツか ら来た
ドル トムン ト電車で「 レス トラ ン電 車」
を走 らせて しヽ
る。まだまだ不定期なのだ
べ
が、延 2500人 が利蠅 した ことにな
る。岡曲で今回 臼ACDAが 「 ピアガ ー

男 辣饉

轟甕選饗 耀

￨こ

電」を走 らせたのも、 こう した都市の夜
の 遊 び を演 饉するた め の 試 み な ので あ
る。 まずは岡由の人々が 路面電車を使 つ
て色々な遊びを考えて 欲 し1/1。 都市観光
が これ か らの 日本の重要産 業 ￨こ なる中、
岡曲のアメニ テ ィーの目玉に したしヽ
。
7月 29圏 か ら後楽圏で幻想庭 国が開
催 され る。後楽園 300年 を記念 しては
じめ られた このイベ ン トだが、実は検 S』
中 lc 校 化財の中でお酒 を飲 むイ ベ ン ト
はけ しか らん」 としヽ
わ意見も結構あ つた
のである。大名庭国 と tズ 世界遺産を目
指 す中心が後楽鐵なのだが 、それでも現
代の我 々が その特徴 を満か した遊び方 を
することは人事なことである。 ま して後
楽磯を作 つた池田綱政公 ￨よ 、先代の名君
,池 田光政公の 質鋼 J健 の選訓を十分 ￨こ
活か t/つ つ一 応で後楽圏造営な どさまざ
まな文 化 政 策 を行 った ので あ る。 「倹
約、検約 …」だけでは患がつまり、庶民は
窒息するりである。それは 結局、まわ り
まわ つて経済 にも打 撃 を与えて し議う。
チボ リ公園の誘数の前提は、後楽爾の
存在だ としヽ
うこともあま り知 られていな
しヽ
。岡曲市命」100周 年事業 と して企画

▲『ビアガー電壼初運 行のテープカット。
お客さんの中から抽選で 3人 。

(最 終彗は

'M5時

まで)

いつでもくつろぎと楽しみの空間に変身できます。
この国のビアガー電は寧内での楽器演奏がありました。
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(金 )は 満席 とな りま したので ご了承下 さい。

一人 3500円

韓

着庸定員 22名

飲み放題・ 食事 つき

30名 程度でも可能、貸切料金は岡電まで問合せ
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岡山駄到着、解散、東曲線沿線の方は下薫可能

:

ドレスコー ド カジ̲■ アル
岡由電気軌遭 1086‐ 272‑5520)

(086‑232‐ 5502)
輔
されたとき、天下の三名園 。後楽園が
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ある上に、チボリを誘致 し、興文化の
交流から者8市 の魅力を作ろうとしたの
である。都市でも個人でも、魅力とい
うものは交流と融合から生まれてくる
ものではなしヽ
だろうか。チボリが倉敷
に移 ってもその意味は変わらなか った
はずだが。
今、 E3本 は闘塞1犬 況 ￨こ ある。栽 して
岡曲の場合、県財政の危機とかで、そ
うでなくとも景気が停滞 している上に
る」よ
「アカス lJし 過ぎて、身ま瑯 」

爾第 5回 親子で楽 し輸鉄道 フ ェア 8蠅 4曇 (周 〕まで
路面電車がたる街の鉄道模聖ジオラマを会場で晨示しています。
丸善・岡山シンフォニービル店 地下ギャラリー

AM1 0時 〜PM8時 まで

AMOMOは

うな 1犬 態にな つて いる。 こう した時、
人事なのは萎縮 しないことである。 こ
う した現状 を打破するため に、 露AC

DAは 公共的な視点か らも衛中遊びを
大腱 に提案 したい、それが ビアガ ー電
の本当の議的だ。
C岡
山市が政令市 ￨こ /‐
dり 、吉備
やが
線が L R Tlc な つた頃 iこ は、 二 台 目の
MOMOlま L7ス トラ ン電車と して、き
備路の鬼 ノ城や造 曲占蹟め ぐり￨こ は欠
かせなしヽ
もの 1こ な つているだろう。
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饉7月 1爾 から、岡電・両備・下電の 3社 の
・
バス・路 面電車 において「ノヽレカ定 期券」
D運 用がスター トしました。
鬱 F八 レカ定 期券 Jと ￨ま ?
一 昨年 10月 から運用が 始 まっているIC力
― ド乗車券「八 レカJの 定期券 IIEで 魂 既 に
し 力」を持たれている場合 は、そのカー
'ノ
ドに定期券 機能を付加することがで きま
す。ただし、カー ドの発行会社 (カ ー ド裏面
に講載 )の 路線 でないと定期券機能 を付加
できません。
また、新 たに「八 ♭力定 期券」として購入す
ることもできま幌 この場合 はカー ド内に
定期券情報のみが書 き込 まれますが、チ
ャージして使 うことも可能です。
さらに、万が 一の紛失の際 には、再発行す
ることも可能で現 (デ ポジツト=預 り金と
再発行手数料が必要 )紙 定期券では再発
行ができなかったので、この点安心です。
0実 際に使 ってみる
筆者が運動薦 に購入 した rノ ヽレカ定 鯛券」
を実際に使 ってみま曳
使 い方 は「八 レカ」などと一緒で、乗 車時 に
読み取 り機 にタッチ、降車時 に読み取 り機
にタッチ、これだけです。
従来 の紙 定期券で ,よ 整理券 を取 る必 要 が
「ハ レカ定 期券」ではそれも
ありましたが、
不要です。
なお、降車時 のタッチの際、モニター表 示
をよ鑓 認 されることをお勧 めします。
「Aレ カ定 期券」では 降車 時 のタッチの際、
モニターの左 側 :こ ￨よ チャージしている残
額 など、右側 には定 期券 の有 効期 限と各
種 メッセージが 表示 されま魂 Jljえ ば、乗
り越 しや定 期券 区間外での乗車の際 は「

△区闘外・乗り越しの場合の表示
区聞外です」、有 効期 限間近 (5日 前から)
であれば 崎 効期 限があ とわずかです」、
期 限切 れから5園 間は「定難麟 限切れで
す」と表示されます。
また、各社 の環境定期券制度 にも対応 し
ており、環 境 定期 現金 でお支払 い くだ
さい」と表示されます。
0今 後 について
3社 のうち、岡電 はすべての定 期券を「A
レカ定期券」での発 売に切 り替えました。
両備では「E一 定期券 Jと「ことぶ きパス」を
除 き「八 レカ定 期券」での発売となりまし
た。下 電では一 部 のスクールバスを除き「

0潟 電嫌餞機rぉ ぉもと鐵饒 .平 露鑢』
(7選 22鶴 銀荷爾始 )

● 53彎 議共爾運行闘連 (7月 22回 鍵麟 )
躍罐 。
申銀の2社 による共饉漉様が下饉の難糠でス
タートし籠したcの りは標、天漉置 5機・鶴山釈7書 で
す。
等圏山ハイツ哺闘購票露地緯 願 鞭運行ではなくなり
、天満醸方調‐ 灘高鷲難断鰺でん書館‐ 難高翁→
率圏幽‐本輔で擬り遣し)
圏宝痛続簿、幸書鑢、免鉾鞭ンタ離糠
これ饉伴い、間彎の鶴電富鼠 。
天激懸〜万溝攘が驚
止されました。また、鷺爾雪蕪誦〜翼聯総 。
灘高警窯
鷲〜妙驀寺鐘彗饉山機が饉鱚慮となり、闘曲額〜
菫 野闘
・ 圏山観〜鰺難時潤の選行機 りました。

0バ スカ…ドの発議終了予告
9潟 10露 を最後に轟曲憔典異違バスカードの勢魔

天灘震〜露曲戦〜蔽畿購〜大霧熙濃彗閥入腱〜
お餞 と窮院前〜今5丁 震〜爾議本村公圏〜平鶴
申斃〜 中拙道種〜北機灘額驚
寧 日綱、北晨瀬餞締難の推狐 7:25)優 のみ祟庁
孵策で饉饉通術じます。

e聞 竃の癬翼覇名震菫 (7量 22国 羅雛

ハ レカ定期券」
での発売 となりました。
また、7月 22日 からの岡電 と中鉄の 53
号線 共同運行 に伴 もヽ
、中鉄 の一 部 の車
「八 レカ定 難券」などが
両 でも「Aレ カ」
使えるようになりました。ただし、共 同運
行 区聞のみに係る定難券 は岡電での
み発 売となります。
(石 井孝華 )

を機Yし 、9潟 30議 をもつてい
の灘躍を鍵
了守機 いう斃嚢がありました。
これに伴い、間竃 。
『 ハ嚇 機の
爾備・下電の3社 は
りかえキャンベーンJを 9月 30圏 まで実機中です。撫
「 ハレカ」
「 ハレ務定雛嚇 』
鯖 ポジツト(観 り
饉中は
金)が 無料機 ります。

)

簿荏営業所簿でん寺鼈(臓 豫高響繁覇 )
おかや拿襦機の露(旧 鶴社センター)
爾瀬1饉 逓燃鐵餞(腹 聞灘1)
朧臨醸轟人群入自(購 織鼈繭 )
購童体育鱚鶯(腰 カルチャーバーク鶴 )
憲町村撥農セオ ー入目(機 今轄饉難灘粉
・鶴臨顧公轟館髄《1闘 機中公金童鶴 )
爾中

●中識の澤夜バス篤止

2000年 10月 から毎激金融 圏 (機 日の場會諄本難
餞)に 運行されていた濃硬 バス2猿 餞 (資 溝騒〜津
高台 。
半鶴曲′ ツ〜琴警線と鷲潜麗〜饉曲熙地
〜一審案機)が 、7月 18露 の選響驀
れました。

