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もう三十路だなんて…
わけがわからないよ！

テーマ『３０』俺らの３０！

３０分の間隔の世界をだのんが往く
県道３０号線、そう来たか！

岐阜県土岐市と３０。一体どんな繋がりが？

昭和６０年度生まれの俺らが通りますよｗ
テーマと年齢を混同しては駄目よ。ｂｙほ○ら
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だのんが往く
約 30 分間隔の写真集

県これ

～県道これくしょん～
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 約 30 分間隔の写真集 

 ▲2013.01.12.17:08 SS：１／８秒 F 値：f／4.5 ISO：200  

 ▲2013.01.12.17:36 SS：15 秒 F 値：f／5.6 ISO：100 

 ▲2013.01.12.18:13 SS：180 秒 F 値：f/5.6 ISO：100 

 
秋谷の立石 －かながわ景観 50 選－ 

撮影日：2013.01.12 

 

 季節は冬。三浦半島ドライブにはま

っていた頃の事。逗子の近くに秋谷と

いう場所がある。この海岸には｢立石｣

という一つの岩が聳え立っている。 

 海に聳える立石と一本松に加え気候

条件で富士山も見れることから、ここ

はかながわ景観 50選に選ばれている。 

 そのため、この場所には特に冬場に

なるとカメラマンが光景を納めようと

押し寄せる。特に人気なのは夕方で、日

没直後から徐々に染まってゆく空とこ

の景色は筆舌尽くしがたいもの･･･ 

 そんな秋谷の立石を、日没直後ぐら

いから夜の帳が完全に下りるまでカメ

ラを向けてみた。寒風吹きすさび、時折

波が飛んでくる状態ではあったが、そ

れにもめげずシャッターを切る。 

 夜になり、露出が稼げなくなるため

時間を追うごとにシャッタースピード

はどんどん長くなる。最初ははっきり

と捉えていた波の形も徐々に流れるよ

うになり、18 時台には海が白く見える

ようになった。また最後の写真の時は

レリーズを使って 3 分間もシャッター

を開けっ放しにしていたため、星や上

空を飛ぶ航空機の光が流れて行く。同

じ場所であっても、こうも印象が変わ

るのである。ただ･･･実を言うと 3 枚目

は納得行っていない。というのももう

少し時間が経てば雪を被った富士を浮

かび上がらせることが出来るからだ。 

 次回はきっとそれを実現させる･･･。 
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 05:18 

山陽本線垂水付近 

 

 わずかに赤く染まる水平線を横目に

列車は遅れを回復させるべく西へひた

走る。日没でも同じことが言えるが、こ

うして青と赤が織り交じる空模様は綺

麗で好きだ。 

 早く起きてしまったが、こうやって

車窓から夜明けを眺めるのも、夜汽車

の醍醐味だからいいか… 

 05:50 

山陽本線姫路付近 

 

 30 分の遅れを引きずって列車はま

もなく姫路。遅れているせいで新幹線

へ乗継ぐ人もいるため外は騒がしい。 

 しかし外はごらんの様子…大分明け

ては来たが、まだ人々は寝ている頃だ

ろう。そう考えると夜行列車というの

は夜通し走るのだから実に働き者だな

と実感する(真似は出来ないが) 

 06:24 

山陽本線上郡付近 

 

 30 分後…景色は一変し、列車は山間

を走る。そしてようやく太陽が顔を出

した。いよいよ本格的な朝だ。ここまで

来ると遠くへ来たなと実感する。そし

て夜汽車の旅もまもなく終焉。 

 

 その約 30 分後、私は岡山に降り立

ったのであった。 

 サンライズの車窓から･･･ 
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 約 30 分間隔の定点観測 

 2012.08.25 13:02                 

 伊豆急行屈指の撮影地。ただ…行くまでには少々

危険な思いをしないといけなかったりする。また、

辿り着いてからも暑さと薮蚊との戦いが待つ結構

サバイバルな撮影地であるが、海と伊豆急を纏めて

撮影できる場所として割と有名なようだ。 

 水分をこまめに取りつつ、時刻表と睨めっこしな

がら定点観測を開始した。 

 2012.08.25 13:23                 

 普通電車が行ってしばらく。185 系が堂々の走り

でファインダー内に飛び込んできた。デビューして

30 年間ただひたすら東京と伊豆を走り続けてきた

185 系は慣れた足取りで現場を走り去っていく。 

 そろそろ後継車とかの話が出てもおかしくない

同車なだけに記録はきちんとしておきたい。そんな

思いを胸に、シャッターを切った。 

 

 2012.08.25 13:58                 

 しばらくして今度は短い踊り子が走ってきた。7

両編成のいわゆる B 編成というやつだ。この頃は短

いやつか…とガッカリしたのだが、今や 7 両編成の

B 編成は消滅してしまったのだから、貴重な写真に

なってしまったわけである。 

 

 でも…やっぱり長い編成が絵になるな（おいおい 

 2012.08.25 14:30                 

 トンネルから 185 系が現れた…その姿を見てテ

ンションが上がる。そう、当時はまだ 1 本しか復元

されていない斜めストライプの A８編成なのだ。 

 はやる気持ちを抑えつつ、置きピンした位置に差

し掛かったところでシャッターを切り、見事収める

ことができた。最後にこの編成を捕らえることがで

きて、ニンマリしつつこの場所を後にした。 
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 約 30 分間隔の定点観測 

 2014.02.11 11:51                                 

 国内航空会社からジャンボジェットが消える。つ

いにこのときが来たかと思わず呟いた。最近は燃費

面などから中型機に押されて徐々に姿を減らして

いた B747。そんな空の女王の最後の活躍を収めよ

うと城南島に降り立つ。スジは既に決まっているた

め、城南島には多くのギャラリーが集まっていた。 

 私はこの日より新調した Canon EOS70D と

500 ミリ望遠レンズを思う存分振り回した。 

 2014.02.11 12:23                                   

 この頃はまだジャンボは 2 機存在しており、千歳

便でフル稼働していた。そのうちの 1 本目だ。 

 先頭が 2 階建ての 4 発機、他の中型機とは違う

エンジン音。ANA のトリトンブルーに身を包んだ

その姿はとても美しい。B747 はファンの間からは

｢空の女王｣と呼ばれている。そんな空の女王がまも

なく日本の航空会社から姿を消してしまうという

のは、やはり寂しいものだ。 

 2014.02.11 13:02                                

 それからしばらくの間はただなんとなくで撮影

を続けていた。残念ながらこの日の天気はあまりよ

ろしくない。空は分厚い雲に覆われているし、何よ

りも強い北風が体に堪える。全身ユ●クロ装備で身

を固めているが、撮影が終わったらすぐに手袋を着

用しないと指の感覚があっという間になくなって

しまうほどである…そんな私の状況なんて知るか

と言わんばかりにエア・ドゥ機は飛んでいった。 

 2014.02.11 13:27                                  

 この日 2 本目のジャンボが羽田を飛び立つ。こう

して 1 日に 2 本(厳密にはこの日は朝にも 2 本撮っ

ているので 4 本)もジャンボを撮影したのなんてい

つ以来だろうか…そしてこうしていると、ジャンボ

引退というのがまるで嘘のようにも思えてくる。 

 しかし、それからしばらくしてこれより 1 時間前

に飛んだ JA8960 が退役したのを聞いて…嘘では

ないのだなと実感したのだった。 
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県これ

～県道これくしょん～

写真と文章：テンチョー

27



28



36



←県道３０号線の終点標ここで約８キロの旅
が無事に終了

浜須賀歩道橋上から当該県道を望む。
全般的に見ると比較的交通量の多い通りで
あったことが分かった。 ↓

一方こちらは 【湘南新道】 を示す石碑
中洲みたいな所にあるから写真に
収めづらかったな。 ↓
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