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ビア列車運行で 3 輌編成にキハ 205 が登場（7/22）

MMM2016 8月7日㈰開幕
みなとメディアミュージアム

子どもたちにアートに親しんでもらいたい
MMM2016 代表

湊線沿線をアート会場にした、みなとメディアミュージアム
（MMM）
が今年も 8 月 7 日から28 日まで開催され
ます。8 回目の開催になる今年のテーマは
「浸透」。アート作品とそれを作るアーティスト、さらに運営スタッフが
那珂湊の街や人、風景に溶け込もうと、作品公開やワークショップ開催などに挑みます。
今年の参加アーティストは、例年より多く総勢 28 組です。おもな展示場所は那珂湊駅や運行列車内、駅構内
西側の「ケハ 601」
ほか、那珂湊駅北の「百華蔵」周辺、商店街や天満宮にも一部展示があります。
詳しいアートマップや作品情報は近くMMM のホームページで公開されるほか、案内図が那珂湊駅などで配布
される予定です。

今年も来ました
カッパくん

子ども達と作品づくり

MMM 開催に先立ち、6 月30 日に那珂湊
第一小学校 4、5 年生と参加アーティストら
が協働で、湊線列車のヘッドマークと商店街
や駅ホームに飾る
「旗」の製作（出前授業）を
おこないました。ヘッドマークを掲出した列
車は翌日から運行されました。

7/30㈯
開催

MMM の作品として 3 年前に那
珂湊駅ホームに展示されて以来、
夏の風物詩として人気者のカッパく
ん（？）
が、今年も作者の伊藤沙織
さんとご家族に連れられて 7 月 16
日にやって来ました。このカッパく
ん、那珂湊反射炉建造に使われた
耐火煉瓦の陶土の産地である栃木
県・小砂から那珂川を下ってきた
そうです。立ち姿の相棒とともに
夏の間、お客さんを出迎えていま
す。
7 月 17 日、キャンピン
グカーなどRV 車が鉄道駅
敷地内に宿泊できる
「とれ
いんパーク」( 駅直結型車
中泊施設 ) の開業式が磯崎
駅で行われました。
同 駅 前にはコイン式 の
100 ボルト電源供給装置
ができ、宿泊者への利便
を図っています。利用申し
込みは那珂湊駅で受け付
けています。

作者の伊藤沙織さんと

国内初!! 鉄道とコラボ
「とれいんパーク磯崎駅」

第4回 終着駅サミット ＆ 湊線延伸計画も
第3回 ローカル鉄道サミット 講演テーマのひとつに

と き 7月30日㈯ 13：40〜15：40（開場12：40）
ところ ホテルニュー白亜紀（ひたちなか市磯崎町） 入場無料

期

応援券をリニューアル

8 月 31 日まで
「湊線応援券」
と
「特製硬券 1 日フリー切符」
をセットにし
8月7日
（日） 9月4日
（日）
駅名
た夏バージョンを、那珂湊駅と勝田駅湊線窓口で販売しています。四季
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班
の応援券は今回から4 回目のリニューアルをしました。硬券は
「C 型」
です。
セット価格は応援券 100 円とフリー切符 900 円の合わせて 1,000 円で 高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
す。
神敷台
湊中央
四季毎に発行される応援券 4 種類を集めて那珂湊駅窓口に提示すると、
部田野小谷金
湊本町
那珂湊
十三奉行
商店街
湊線グッズをプレゼントし
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町
ます。
売上げの一部は応援団
平 磯
平磯･平磯清水町自治会
見本
の活動費に使われていま
磯 崎
磯崎町自治会
す。ぜひお買い求めくだ
運賃
阿字ケ浦
阿字ケ浦自治会
改定
さい。

（日）
野菜と干物の朝市 ■8月7日
午前9時〜11時頃まで

毎月第一日曜日に開催

■那珂湊駅1番線ホーム

平日も那珂湊駅窓口で販売

ポストカード 好評販売中

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」5,870名を達成しました!

【応援団関係】
【海浜鉄道関係】
◇ホームページ http://www.hitachinaka-rail.co.jp/ ◇フェイスブック http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
◇ツイッター http://twitter.com/keha601
◇ツイッター http://twitter.com/minatoline
◇応援団HP http://minatosen.com（湊線どっと混む）
※「ひたちなか海浜鉄道」
「おらが湊鉄道応援団facebook」でそれぞれ検索もできます。

ひたちなか海浜鉄道 那珂湊駅 ひたちなか市釈迦町22-2
TEL 029-262-2361 FAX 029-262-5866

＜発行＞

おらが湊鐵道応援団
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阿字ケ浦海岸

7/30
（土）

第4回終着駅サミット＆第3回ローカル鉄道サミット ホテルニュー白亜紀

7/30
（土）

ひたちなかドリンクラリー

勝田駅東口一帯

※予備日8/1
7/31
（日）

第21回 阿字ケ浦海岸花火大会

阿字ケ浦海岸

8/5
（金）
・6
（土）
・7
（日） 平磯三社祭

平磯地区

8/6（土）
・7（日）
・13（土）
・14（日）ROCK IN JAPAN FES 2016

国営ひたち海浜公園

8/7
（日）
〜28
（日）

みなとメディアミュージアム

湊線と沿線、商店街

8/11
（木）

TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2016 国営ひたち海浜公園

8/11
（火）
※予備日12日 第29回 那珂湊海上花火大会

那珂湊漁港

8/20
（土）

那珂湊地区商店街

ドゥナイトマーケット

8/20
（土）
※予備日21日 第22回 ひたちなか祭り花火大会

陸上自衛隊勝田駐屯地

8/21
（日）

第22回 ひたちなか祭り 本祭り

勝田駅前周辺

8/20
（土）
・21
（日）

磯崎夏祭り

磯崎地区

8/22
（月）
〜28
（日）

ドッグプール

姥の懐マリンプール

9/10
（土）
・11
（日）

BIG WAVE 2016

国営ひたち海浜公園周辺

9/17
（土）

湊公園ライトアップ 2016

湊公園

「乗車証明書」でおトク!

朝8：30（中根駅は朝8：00）から実施しています。

応援団オリジナル

日

夏季の周辺道路は渋滞が続
きます。お出かけは湊線で！

7/16（土）〜8/20（土）の土曜日 阿字ケ浦ランタンナイト

各駅の清掃・環境整備
いつもありがとうございます

嶺 さん

毎年夏に那珂湊で開催させていただいているア
ートイベント、みなとメディアミュージアム
（MMM）
の
代表を務めています。
みなとメディアミュージアムは、那珂湊駅を中心
にまちなかの様々な場所にアート作品を展示させて
頂き、
「まちを美術館にする」
というプロジェクトです。
学生と教員、そして街の皆様が協力しながら運
営しています。地域内外から芸術家を公募し、
「まちを伝えるメディア
（媒
体）」となるアート作品で街を彩ります。他にも小学校でアートの特別授
業を行ったり、市と協力してまちなかの観光案内板のリニューアルを行っ
たりと様々な活動を行っています。今年は例年を超える非常に多数の応
募があり、MMMも毎年少しづつ活動の幅を広げられているのかなと思
います。
私は大学一年生の時に湊線に揺られて那珂湊に来て、初めてMMM
に参加しました。自分の活動は今年でもう三年目、MMM 全体は八年目
になるのかと思うとびっくりします。
私が思うMMMにとって大事なもののひとつは、子どもたちとのつな
がりです。MMMを通じて子どもたちにアートに親しんでもらい、その中
で自分の街にも愛着を持ってもらえれば、と考えています。去年から始め
た那珂湊第一小学校での特別授業を、おかげさまで今年も継続して行う
ことができました。子どもたちが笑顔で楽しそうに作品をつくる姿には本
当にやりがいを感じます。この街でMMMに触れた子どもたちのうち何人
かでも、いつかそれをきっかけにアートやまちおこしに興味を持ったり、自
分の街に魅力を感じて何かを始めたいと思ってもらえればと願っています。
MMMは、毎年本当に多くの人々に支えられながらここまで続けること
ができました。時に励まされ、時にお叱りの言葉を頂きながら、スタッフ
みんなで頑張ってきました。これまで多大なご迷惑をおかけしてきた方々
も、懲りずに支えてくださったからこそ今の MMM があります。この場を
借りてお礼を申し上げます。
ぜひ今年の夏、８月７日〜28日までの展示をご覧いただければと思い
ます。よろしくお願いします。
MMM2016ホームページ http://minato-media-museum.com/

夏の沿線はイベント盛りだくさん

★阿字ヶ浦駅から無料シャトルバスを運行
阿字ヶ浦着 12:31 着、13:07 着に
接続します

「ローカル鉄道・地域づくり大学」
（代表理事・吉田千秋海浜鉄道社長）
で 【登壇予定者】
は、7 月30 日に第 3 回「ローカル鉄道サミット」開催します。今回は、過去 ・本間源基ひたちなか市長
3 回北陸の地で開催されてきた「終着駅サミット」
と共同開催となります。 ・吉田千秋ひたちなか海浜鉄道社長
鉄道ファンとして精力的な活動を展開する音楽プロデューサー・向谷実氏 ・向谷 実（音楽プロデューサー）
をはじめ豪華ゲスト陣を迎え、女子鉄でおなじみのフリーアナウンサー・
・山田和昭（若桜鉄道社長）
久野知美さんの司会でローカル鉄道と地域づくりの未来について議論を交
・磯野省吾（岡山電気軌道•和歌山電鐵専務）
わします。全国から注目されている湊線の阿字ヶ浦駅からの延伸計画もテー
マのひとつ。次回の終着駅サミット開催地には、やはり延伸計画があるJR ・中山 大（京都大学大学院工学研究科教授）
司会 久野知美（ホリプロ所属）
可部線（広島県）
が選ばれ、引継式もあります。

夏バージョン
発売中

浅 野

★乗車証明書は、湊線に乗車したお客様に駅員また
は応援団が発行する乗車特典のサービスです。証
明書を参加店舗に提示することにより各店独自の優
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
沿線 100 店（施設）近くが参加し、お買物や宿泊
などで優待があります。
★サービスは乗車当日なら、何店でも利用できます。
★参加店は那珂湊駅待合室に置かれたチラシ、証明
書に印刷された QRコード、海浜鉄道 HPまたは応
援団 facebook ページでご確認ください。
★乗車証明書裏面に印刷された QRコードで湊線時
刻表と応援団 facebook ページも確認できます。
★乗車証明書は湊線フリー切符でも代用できます。

〒311-1222 茨城県ひたちなか市海門町2-8-13（ひたちなか商工会議所那珂湊支所内）
TEL 029-263-7811 FAX 029-263-6859 E-mail：minato@hcci.jp

