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阿字ケ浦

沿線の稲刈り
（9/11・中根ー金上）

秋のお出かけは湊線が便利です

「コキアカーニバル」には
シャトルバスを運行

秋の行楽シーズンが始まりました。湊線沿線では秋も
多数のイベントが開催されます。海浜鉄道では国営ひた
ち海浜公園で開催中の「コキアカーニバル」
などに合わせ
て、11 月 6 日㈰までの土日祝日の開園時間帯に阿字ヶ
浦駅から同公園海浜口まで無料のシャトルバスを運行し
ています。次第に真っ赤に紅葉するコキアが植えられた、
みはらしの丘へはシャトルバス利用が一番早くて確実で
す。沿線の他のイベント、みなと産業祭や虎塚古墳秋季
一般公開などと組み合わせて秋の行楽を楽しんではいか
がでしょうか？
コキアの紅葉は 10 月上旬から中旬が見ごろですが、
それ以前には赤と緑のグラデーション、後半には黄金色
のコキアも楽しめるそうです。

入園券＋フリー切符

期

那珂湊駅周辺地域ををアート会場にした、みなとメディアミュージアム
（MMM）
が 8 月28 日まで 3 週間の会期で開催されました。
最終日の 28 日にはクロージングイベントがあり、28 組のアーチストの
中から、大賞など10 作品の入賞が発表されました。今年の MMM は
「浸
透」がテーマ。地域に密着した取材や素材を生かしたアーティストが目立
ちました。入賞作品や作品情報は MMM のホームページで公開していま
す。http://minato-media-museum.com/
入賞作家を代表して、お二人に寄稿していただきました。

海が近い、蔵は広い、最高だ。
MMM大賞

おもな秋の沿線イベント情報
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9/17（土）〜10/23（日） コキアカーニバル

ン

ト

会

場

国営ひたち海浜公園

第4回 湊線応援絵手紙展
勝田駅東口winwinビル
海浜公園の入園券がセットになった
「海 10/5（水）〜10（月）
浜公園入園券付湊線１日フリー切符」が 10/16（日）
みなと産業祭（第5回世界タコ焼きグランプリ） 那珂湊漁港
お得です。通常は入園券 410 円、フリ
那珂湊コミセン「コミ祭り」
那珂湊体育館周辺
ー 切 符 900 円 が、合わせ て 1,100 円 10/22㈯・23（日）
中根駅より徒歩30分
（おとな）
になります。発売は勝田駅湊線 10/27（木）〜11/6（日）※11/1・2休み 虎塚古墳石室壁画秋季一般公開
改札と那珂湊駅。海浜公園で入園券購 11/5㈯・6㈰
ひたちなか市産業交流フェア
ひたちなか市総合運動公園
入で並ぶことなく入場できます。往復の
11/26㈯
サイクリングDEひたちなか2016 市内約40km
湊線各駅の乗り降りも自由です。
おとな以外は、シルバー（65 歳以上）1,000 円、中学生 900 円、小学生 500 円で販売しています。

海浜鉄道は JR 常磐線との接続改
善のため、9 月 17 日に午後 1 時か
ら 2 時台の列車上下各 2 本の一部
ダイヤ改正をしました。新ダイヤは 2〜4 分出発時間が遅くなりました。
新しい時刻表は那珂湊駅で配布しています。
【上り】 阿字ヶ浦 13:19→勝田 13:46 阿字ヶ浦 13:59→勝田 14:26
【下り】 勝田 13:17→阿字ヶ浦 13:44 勝田 13:57→阿字ヶ浦 14:24

列車ダイヤをミニ改正

10 月 8 日 ㈯ 朝 8 時 から、那 珂
湊駅西側 ( 洞下踏切ー田中町踏切
間）のハマギク花壇の整備を実施し
ます。もうすぐ開花時期を迎えます。周辺自治会の皆様のご協力をお願
いいたします。

ハマギク花壇の整備

中根駅では秋のお彼岸に合わせたかの
ように、彼岸花が咲きそろいました。地
元応援団のみなさんと花株を植え続けて
5 年目。今年はこれまでになく大量の花
が顔を出しました。9 月末頃までが見頃
と思われます。

彼岸花咲いた

格安！ 野菜と干物の朝市
新鮮！ 毎月第一日曜日に開催

後 藤

宙 さん

知人から驚くほど丁寧な
メール が 来た日はまだ寒
かった。あの茹だるように
あつい MMM の日々が 想
像もつかないような日に、
私は人生初の招待作家の
称 号を得た。那 珂 湊は遠
い。しかしあの蔵は魅力的
だ。やろう。といった具合
「構造の表象」
でアイデアを考え始めた。
卒業制作は８点の立体作品だった。カタチにイメージを定着させること
にこの一年を費やしてきた。他の欲求を抑えストイックに作品を作り上げ
てきた。抑圧された欲求は着陸地点を求める。那珂湊はちょうど良かった。
海が近い。蔵は広い。最高だ。
作品はセッションに決めた。あの蔵と私のセッションだ。当日になった。
一週間のセッションの始まりだ。蔵はどっしりと構えている。私は蔵の中、
右、左、前、後ろ、上を移動する。蔵はどっしりと構えている。音楽をかける。
私はノる。あつい。蔵はどっしりと構えている。作品はずっと完成している。
０秒からもう作品だ。もう始まっている。し、会期が始まって終わった。セッ
ションが終わった。夏は始まった。
セッション中に音を突然止めたような作品になった。ジェットコースター
の路を途中で切って隣のアトラクションに突っ込ませたような作品だ。出
会い頭だ。誰も求めてないし、何が起きたかもわからない。
「わからな
いなぁ」と言われる。
「でしょ？」と思う。私の芸術は解る為にない。そし
てその瞬間は常に想定外不可解偶発的でなければならない。もともと出
会い頭なんて誰も求めてないのだ。だが予定調和なんかはもっと求めて
ないのだ。
MMM が終わって少し経ち、なんとなく私にはこれが必要だったのだ。
と、いま、思っている。

那珂湊の素晴らしさを多くの人に伝えたい

■10月2日
（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム
10月2日
（日） 11月6日
（日）
駅名
那珂湊駅の朝市直販会は、季節毎の新
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班
鮮朝採り野菜をはじめ、赤飯やおこわ、餅
やしんこ餅などを取り揃えています。8 名 高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
の少数精鋭部隊で、旬の野菜をできるだ
釈迦町
小 川
け格安に提供しながら5 年が経過しました。
幸 町
那珂湊
龍之口町
湊泉町
これからも、那珂湊駅周辺の皆様、駅ご利
用の皆様、お気軽にお立ち寄りください。
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町
（JA 常陸ひたちなか地区女性部勝田支部
平 磯
平磯･平磯清水町自治会
石田洋子さん）
磯 崎
磯崎町自治会

各駅の清掃・環境整備ありがとうございます

ひたちなか商工会議所那珂湊ブロック賞

臼 田 那 智 さん

那珂湊の地で８年続いているアートプ
ロジェクト「みなとメディアミュージアム
（MMM）」に私は今年、作家として参
加させて頂きました。まずこの場を借り
て、私の制作にご協力を頂いたすべて
の方にお礼申し上げます。運営の学生
スタッフの方はもちろん、那珂湊のたく
さんの方のお力添えを頂き、私自身が
心底楽しみながら作品を作り上げ、無
平日も那珂湊駅窓口で販売
事会期を終えることができました。
応援団オリジナル
阿字ケ浦自治会
駅猫セットなど 5枚組…350円 阿字ケ浦
私の作品は那珂湊の伝統的な八朔
朝8：30（中根駅は7：30・高田の鉄橋駅は8：00）
絵手紙セット 12枚組…800円 から実施しています。
祭りを題材に、屋台を実際と同じスケー 「プラスチック プラクティス」
ルで作り、駅前の百華蔵にて展示をし
の
＆
ました。横幅３m 以上、高さは４m 近くある大作なので、到底私一人だ
フリー切符900円+応援券100円
湊線を利用したら、那珂湊
けでは実現しないものでした。展示場所、制作場所を与えて頂き、材料
駅で乗車証明書を受け取っ
セット価格 1,000円
てください。おさかな市場
も多くの方から頂き、材料の運搬や作品の組み立てにも多くの方のご協
売上げの一部は応援団の活動費に使
や商店街などの参加店で、
力を得ました。さらに一番嬉しいことは、このような大作を会期後に保管
われています。
各店独自のサービスが受け
られます。食事や買い物な
してくれる場所までも与えて頂けたことです。この数ヶ月の活動の足場で
どがお得です。優待は当日
あった那珂湊に、作品を残せたことがたまらなく嬉しいです。
見本
限り何 店 で も 利 用 で きま
運賃
す。証明書は応援団員また
また、那珂湊に行く理由ができました。来年は八朔祭りの本祭が開催
改定
は駅職員が配布しています。
されるので、今年作った私の屋台を、来年の本祭に繋げることはできな
いかと悩んでおります。MMM は終わりましたが、MMMを通して、お
湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」6,330名を達成しました!
世話になった方々から知った那珂湊の素晴らしさを、少しでも多くの人に
【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
伝えていきたいです。まだまだ終わりません！
◇ツイッター http://twitter.com/keha601
◇ツイッター http://twitter.com/minatoline
皆様、本当にどうもありがとうございます。そしてこれからもどうぞよろ
◇応援団HP http://minatosen.com（湊線どっと混む）
しくお願い申し上げます。
※「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。

ポストカード 好評販売中

「乗車証明書」でおトク!

秋 硬券フリー切符 応援券を発売中

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
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