また操縦体 験を して 頂く 『ロ ボッ ト体
験コーナー』も企画しています。
さらにロボカップジュニア（品川キャ
ンパスの学 生が 世界 大会 で優 勝し まし
た）のデモ 、か わさ きロ ボッ トコ ンテ
ストのデモ も予 定し てい ます 。Ｎ ＨＫ
高専ロボコンの荒川キャンパスのマシー
今 年 の 『 科 学 技 術 週 間 』 の ンも持っていきます。いろいろなテレ
都立産技高専催し
ビで放送さ れた ロボ コン マシ ンを 実際
に見たりさわったりできます。
都立産業技術高専
そして、 昨年 末か ら設 計製 作さ れた
ものづくり工学科・吉田喜一
荒川区（北 区、 足立 区、 若干 の私 立中
『科 学技 術週 間』 は、 科学 技術 に関 心 学生も含む ）の 中学 生ロ ボコ ンの エキ
と理解を深め てい ただ き、 技術 の振 興 シビジョン マッ チも 午後 に行 いま す。
を図ることを 目的 とし て、 各種 の行 事 これまで１月 日（ 日） 本校 で、 ２月
を集中的に実 施す る期 間で す。 今年 度 ７日（日）北区で 、３ 月 日 （日 ）荒
の『科学技術週間』は、４月 日（月） 川区産業展 で中 学生 ロボ コン が行 われ
から４月 日 （日 ）ま での 期間 が予 定 ました。その最後のエキシビジョンマッ
されています。
チを４月 日（ 土） 午後 に未 来科 学館
東京都は、 青少 年や その 保護 者等 ， で行います 。各 種テ レビ 、新 聞が 取材
都民への科学 技術 の普 及及 び啓 発推 進 に来ます。 去年 はＮ ＨＫ おは よう ニッ
ということで 、各 種『 特別 行事 』を 行 ポンで生中 継さ れま した 。こ の日 は入
います．４月 日 （土 ）お 台場 の日 本 場料は無料 です 。大 変盛 り上 がり ，楽
科学未来館（ 毛利 さん が館 長） で、 東 しくそして 勉強 にな る催 しで すの で是
京都全体の各種イベントを行います。
非お出でください。
都立産業技 術高 専は ここ で午 前、 午
後各種行事を 行い ます 。紙 ブー メラ ン、
戻るカミヒコーキ、フライングリング、 杉山さんと歩こう
ブーメラン紙トンボ、ブーメラン紙コッ
４月４日午後１時
プの製作教室 を随 時（ これ は私 と私 の 集合場所
南千住駅前
研究室の学生が指導します）、パコカー 参加無料
（センサー搭 載ロ ボッ トカ ー） 等の 製 ☆砂利骨様を見に行こう
作教室を午前 ・午 後に 行い ます 。こ れ
杉山さん０９０（４２０３）６５６６
らは小学生以 上対 象の イベ ント です 。
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一部の「撮り鉄」が駅員に暴言を吐いている様

も映し出されており、顔から火が出る思いでし

た。

鉄道趣味の世界では、廃止・廃車等で消えゆ

く列車への注目度が高まる傾向があります。そ

のような中、先日３月 日には、上野駅と金沢

駅を結んでいた２つの夜行列車が廃止になりま

皆さまは、何か趣味をお持ちでしょうか？スポー

世の中には、様々な趣味の世界があります。

ト型車輌ではな く な る 。 ）

されるが、旧型 の ボ ン ネ ッ

登号のみ今後も臨時列車として多客時のみ運転

した。（＝寝台特急北陸号と、急行能登号。能

ツ、音楽、読書、ガーデニング、日曜大工、料

駅に多数の「撮 り 鉄 」 が 殺

継されていましたが、事件があったばかりのた

理…どんなことでも、夢中になって楽しめると

ところが、趣味を楽しむ人々が、周りの無関

めか、幸い大きなトラブルも無く、無事運行終

到している様子 が テ レ ビ 中

係な人々に迷惑を及ぼしてしまっては、すばら

私は、「何も廃止間際のあんなに混雑してい

了したようで何よりです。

でバットやゴルフクラブを振り回す、登山中に

る中で写真撮らなくても…普段から撮ったり乗っ

むことがほとんどです。時には一期一会の同士

山野草を盗掘する、釣り人がゴミを放置するな

先月、「鉄道ファン、線路立ち入りでダイヤ

と話に花が咲きますし、街を歩いて土地のもの

たりしておけばいいのに。」と思っているので、

に乱れ…大阪府警が立件視野に実況検分」とい

を食べたり、温泉に入ったりすると、楽しさや

ど、時々問題になっています。同じ趣味を真っ

う、私にとっても非常に残念なニュースが各メ

思い出も倍増です。【消費生活アドバイザー佐

そういった場所には出かけず、余り人のいない

ディアで報じられました。鉄道ファンのうち、

藤 祐一郎】

当に楽しんでいる人々にすれば、肩身が狭くな

列車の写真を撮る人々を、最近「撮り鉄」と称

◆メガネのサトウ◆

ような場所や時期を選んでのんびり撮影を楽し

するようです。事件当時彼ら「撮り鉄」は、珍

南千住５丁目 の

【コツ通り】

しい列車の走行写真を撮ろうとする余り、線路

るようで、迷惑千万な話です。

しくも何ともありません。禁止されている場所

いうことは、とてもすばらしいと思います。

最近のニュースと
「撮り鉄」趣味人の嘆き

12

際の危険なエリアに進入し、列車の運行を妨げ

℡０３（３８０６）４９３０

ました。これでは、普通に安全な場所でカメラ

平日（月～金）…

★営業時間のごあんない★
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9
30
30

時 分～

時 分～

を構えていても、何だか世間体が悪いではない

土・日・祝日…

時

時

月６日（火） 日（木）、

★休業日のごあんない★

月 日（火）、

たというのです。一般の利用客はとんだ災難で

13

4

か…。先のニュースの関連映像では、ある駅で

PM
6 PM
7

す。「私にとっても」とは、正に同じ趣味を持

15

43

日（日）は、休業日でございます。

30

17

JR

メガネの
祐一郎君の
アドバイス

つ者としての嘆き、怒りの気持ちを込めて記し

3
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吉田喜一
教授の
ものつくり
工学便り
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