碓氷峠鉄道文化むら「サポーターズ制度」の創設について
（一財）碓氷峠交流記念財団
碓氷峠鉄道文化むらの EF６３形電気機関車の動態保存・運転体験の線路およびトロッコ列
車運行線路は旧信越線の線路を利用しています。
運転体験線路では、路床や枕木、レールの交換を行い安全な運行に努めています。
碓氷峠専用機関車 EF６３形電気機関車を永く保存するための整備にも努めているところで
す。
また、展示車両にはＥＦ63 形電気機関車 1 号機をはじめ全国で活躍した貴重な機関車や客
車などを屋外展示しています。
今回の募集は、碓氷峠の鉄道の歴史を永く残し伝えるため、EF６３形電気機関車・トロッ
コ列車の保存や安全運行に必要となる費用の一部をご寄付いただき、碓氷峠鉄道文化むらの
「サポーター」としてＥＦ６３形電気機関車の動態保存及びトロッコ運行線(旧信越線)を支え
ていただきたいと思います。
また、貴重な展示車両を長く保存するための塗装作業のお手伝いをしていただくワーキン
グサポーターを募集します。
名称「サポーター」は、ご支援により機関車や枕木の所有権などの諸権利を与えるもの
ではありません。ご支援していただくことに敬意と感謝を表するために「鉄道文化むらサ
ポーター」と称するものです。

１．「ＥＦ６３
ＥＦ６３形電気機関車
ＥＦ６３形電気機関車サポーター
形電気機関車サポーター」
サポーター
概

要

碓氷峠専用電気機関車ＥＦ６３形電気機関車(４両)を動態保存するための車両
整備や設備(機関車・線路等)保守点検整備、補修費用の一部を支援(寄付)してい
ただく「ＥＦ６３形電気機関車サポーター」とする。

背

景

平成１１年の開園以来、ＥＦ６３形電気機関車の動態保存・運転体験を行って
いるが、運転体験希望者の増大や機関車、設備等の経年劣化などによる保守点検、
修理費用が増えている。
これらは今後、さらに増大すると思われ機関車・設備等の保守、整備費用の一部
を支援(寄付)していただき、「ＥＦ63 形電気機関車サポーター」(略称「ＥＦ63
サポーター」)とするものです。

支援内容

一口

１０，０００円

(お一人様何口でも可)

２．「旧信越線(
信越線(トロッコ線
トロッコ線)サポーター
サポーター」
概

要

碓氷峠鉄道文化むらトロッコ列車運行線(文化むら駅～峠の湯駅)の線路保守費
用の一部を支援(寄付)していただく「枕木オーナー」制度とする。

背

景

トロッコ列車は、旧信越線の下り線を利用して平成１７年３月より園内遊具と
して運行を行っているが、長年の使用により線路の劣化が進み保守費用も増大し
てきている。
これらは今後、さらに増大すると思われ線路の保守費用の一部を支援(寄付)し
ていただき、その証としてトロッコ運行線路の枕木にお名前を書いたプレート
を設置する「トロッコ線路サポーター」(略称「枕木オーナー」)とするものです。

支援内容

一口

５，０００円 (お一人様何口でも可)

「ＥＦ63
ＥＦ63 サポーター」・②
・②「枕木オーナー」
枕木オーナー」支援の
オーナー」支援の証
支援の証として
・支援者の氏名プレート
支援者の氏名プレートの設置
プレートの設置
設置場所等
（ＥＦ６３サポーター）
・ＥＦ６３形動態保存線の入口(トロッコ駅周辺)に設置します。
（枕木オーナー）
・トロッコ運行線(ＥＦ６３形電気機関車運行線の延長から「とうげの湯」駅間)
の枕木に設置します。
・設置箇所は碓氷峠鉄道文化むらで指定し設置します。
設置期間

プレート設置期間は約３年間とします。

・ＥＦ６３形電気機関車動態保存線使用レール
・ＥＦ６３形電気機関車動態保存線使用レール(
スライス加工)の贈呈
レール(スライス加工)
・トロッコ乗車券無料券の贈呈
・トロッコ乗車券無料券の贈呈

申込方法
申込書に必要事項を記入のうえ、現金を添えて碓氷峠鉄道文化むらへお申し
込みください。
振込を希望される方は、申込書を郵送のうえ下記の口座にお振り込みください。
ゆうちょ銀行

記号 10460 番号

他行からの振替の場合

30217851

店名〇四八店番０４８(普)番号 3021785

申込書送付先
〒379-0301 群馬県安中市松井田町横川 407-16
（一財）碓氷峠交流記念財団

TEL:027-380-4163(FAX380-4111)

メール：bunkamura@usuitouge.com
支援金(寄附金)の効果
ＥＦ６３形電気機関車を永く動かしていく上での補修、整備費用および
トロッコ列車運行線路の保守費用の一部に充てさせていただく。

３．ワーキングサポーター
概 要

ボランティア登録のうえ、展示車両等の塗装・清掃作業を現場指導員の

もとで作業をおこなっていただく制度です。（作業内容、作業日指定による）
作業内容 初期作業として、展示車両の台車部分等や園路通路階段等を手塗りする。
習熟度により車両側面等の塗装にステップアップすることもある。
申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、直接またはＦＡＸ、メールで碓氷峠鉄道
文化むらへお申し込みください。
なお、ホームページからも申し込めます。

問い合わせ先
〒379-0301 群馬県安中市松井田町横川 407-16
（一財）碓氷峠交流記念財団

TEL:027-380-4163(FAX:380-4111)
メール：bunkamura@usuitouge.com

概

要

碓氷峠鉄道文化むら「サポーターズ制度」
碓氷峠の鉄道の歴史等（ＥＦ６３形電気機関車の動態保存・旧信越線の線路、
展示車両等）を永く残し、伝えていくためのご支援をお願いするものです
支援することにより機関車、展示車両や枕木の所有権などの諸権利を与えるも
のではありません。支援していただくことに敬意と感謝を表すために「鉄道文化
むらサポーターズ」と称するものです。

３つの鉄道文化むら
つの鉄道文化むらサポータ
鉄道文化むらサポーター
サポーター
１. ＥＦ63
ＥＦ63 形電気機関車

２．トロッコ線
２．トロッコ線

３．ワーキング
３．ワーキング

サポーター

サポーター

サポーター
（ＥＦ63
（ＥＦ63 サポーター）
サポーター）
・ＥＦ６３形電気機関車の
動態保存

（枕木オーナー）
（枕木オーナー）

【登録制】

・旧信越線横川・

・展示車両等の

坂本間の保存保守

・動態保存のための設備、

（トロッコ線文化むら

線路の保守

清掃、塗装
・園路階段等

・峠の湯駅間）

・一口 １０，０００円
（お一人様何口でも可）

・一口 ５，０００円

塗装
・指定日に現場

（お一人様何口でも可）

指示による
作業
（登録制）

申し込みは
込みは、
① 申込書に現金を添えて 鉄道文化むらへ
② 振込は「ゆうちょ銀行」記号 10460 番号 30217851
他行からの振込

店名〇四八店番０４８(普)番号 3021785

申込書は、財団宛郵送してください
③ ワーキングサポーターは、直接又はＦＡＸ、メールで
財団事務局へ申し込んでください

１，２の
１，２の支援の証として
２の支援の証として
・支援プレートの設置
プレートの設置
支援者氏名を刻印したプレートを設置します
設置期間 約 3 年間
・ＥＦ
ＥＦ63
ＥＦ63 形電気機関車動態保存線使用スライス
形電気機関車動態保存線使用スライスレール
スライスレール進呈
レール進呈 1 枚
・トロッコ
トロッコ無料
トロッコ無料乗車券
無料乗車券進呈
乗車券進呈
問い合わせ先・
問い合わせ先・申込書送付先
申込書送付先等
送付先等
〒379-0301 群馬県安中市松井田町横川 407-16
（一財）碓氷峠交流記念財団

TEL:027-380-4163(FAX:380-4111)
メール：bunkamura@usuitouge.com

碓氷峠鉄道文化むらサポーターによる

碓氷峠鉄道文化むら支援金額の
碓氷峠鉄道文化むら支援金額の目標

１． ＥＦ６３形電気機関車
ＥＦ６３形電気機関車サポーター
形電気機関車サポーター
一次目標額
ＥＦ６３―２５号機
ＥＦ６３―１１．１２．２４号機
ＥＦ６３―１１．１２．２４号機

２． 旧信越線(
信越線(トロッコ線
トロッコ線)サポーター
サポーター
一次目標額

２０，０００千円
台車整備費
全面塗装費
モーター点検整備費

３，０００千円

枕木点検、道床整備費

※金額は、経費の１
金額は、経費の１/３を目標としている
３を目標としている

碓氷峠鉄道文化むらワーキングサポーター
碓氷峠鉄道文化むらワーキングサポーター支援作業目標
サポーター支援作業目標
一次目標
屋外展示車両 台車部分清掃・塗装作業
屋外展示車両見学通路 ホームステップ塗装作業
二次目標
留置線電車１８９系２両の塗装(下地・塗装)作業

碓氷峠鉄道文化むら
平成

一般財団法人碓氷峠交流記念財団理事長
安中市長

年

月

日

様

様
寄付者
住

所（〒

―

）

氏名または団体名
印
団体の場合は代表者名･印
印
電

話

「碓氷峠鉄道文化むら支援」寄付申込書

下記のとおり寄付します。
記

１
２

３

４

５

寄付金額
円
寄付目的（※下記のいずれかにレ点をつけてください）
□ ＥＦ６３形電気機関車サポーター
×
口
□ 旧信越線(トロッコ線)枕木オーナー ×
口
□ 使途を特定しない
□ その他の事業を支援するため（
）
ふるさと納税への取扱の有無
□ふるさと納税の取扱とはせず、税制優遇等を受けない
ワンストップ特例希望の有無
□ワンストップ特例申請書を希望しない
氏名(団体名)の公表
プレート以外の広報誌等へ掲載することについて
□ 承諾しない(承諾されない場合のみレ点をつけてください)

送付先：〒379-0301

群馬県安中市松井田町横川 407－16

一般財団法人碓氷峠交流記念財団（碓氷峠鉄道文化むら）

ＴＥＬ：027-380-4163(FAX:4111)

メール：bunkamura@usuitouge.com

碓氷峠鉄道文化むらワーキングサポーター申込書
平成

一般財団法人碓氷峠交流記念財団理事長

申込者
住

がな

氏

名

月

日

様

所（〒

ふり

年

―

）

電話番号

メールアドレス

碓氷峠鉄道文化むらワーキングサポーターを申込みます。

※申込書の個人情報は、碓氷峠鉄道文化むらのワーキングサポーター用にのみ使用し
他への利用、提供はいたしません。

差し支えなければご記入ください。

特

技(ワーキングサポーターをする上での)

ご都合の悪い時期・曜日など

ご意見

送付先：〒379-0301

群馬県安中市松井田町横川 407－16

一般財団法人碓氷峠交流記念財団（碓氷峠鉄道文化むら）

TEL：027-380-4163(FAX:4111)

メール：bunkamura@usuitouge.com

碓氷峠鉄道文化むら「ワーキングサポーター」について

ワーキングサポーター
ワーキングサポーター
概

要 ボランティア登録のうえ、碓氷峠鉄道文化むらの展示車両を長く保存する
ため労力の提供をいただき保存車両の維持管理のお手伝いをいただくもので
す。

作業内容 初期作業として、展示車両の台車部分等や園路通路階段等を清掃、塗装する。
習熟度により車両側面等の塗装にステップアップすることもある。
作業にあたっては、文化むら職員の指導監督の下で作業内容を確認のうえ、
清掃、塗装などを行います
作業日は、毎月 1 回程度(土曜日予定)とし、雨天、強風等の場合は中止と
します。

登 録 制 ボランティア登録
希望者は、1 年間の登録制とし、年度毎に更新します。
ただし、年度途中での登録は当該年度の３月３１日までとします。
申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、直接またはＦＡＸ、メールで碓氷峠鉄道
文化むらへお申し込みください。
なお、ホームページからも申し込めます。

登録するにあたっての注意事項
１．個人および法人
２．健康な方
３．暴力団若しくは暴力団関係の構成員であり、または宗教団体への勧誘
活動若しくは違法な販売活動を行うものである場合は登録できません。
また、登録後に発覚した場合は、登録を取り消します。

問い合わせ先・
問い合わせ先・申込書送付先
申込書送付先等
送付先等
〒379-0301 群馬県安中市松井田町横川 407-16
（一財）碓氷峠交流記念財団
メール：bunkamura@usuitouge.com

TEL:027-380-4163(FAX:4111)

