
第124号　平成29年7月発行

第124号
勝田 阿字ケ浦

おらが湊鐵道応援団 〒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＜発行＞

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

中　根
駅名

柳沢美田多･相金･三反田班
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会

平磯･平磯清水町自治会
磯崎町自治会

七町目・牛久保町和田町・殿山町

神敷台
部田野小谷金
十三奉行

湊中央
湊本町
商店街

阿字ケ浦自治会

9月3日（日）8月6日（日）

那珂湊

殿　山
平　磯
磯　崎
阿字ケ浦

各駅の清掃・環境整備 ご苦労さまです

湊線沿線の「いま」がわかる!  応援団facebookページ 「いいね！」8,230名を達成しました! 
【応援団関係】
◇フェイスブック　http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
◇ツイッター　 http://twitter.com/keha601
◇応援団HP　 http://minatosen.com（湊線どっと混む）

【海浜鉄道関係】
◇ホームページ　http://www.hitachinaka-rail.co.jp/
◇ツイッター　 http://twitter.com/minatoline

※「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。

朝8：30（中根駅7：30～、  高田の鉄橋駅
は8：00）から実施します。

笹　島　　豊 さん和田町
　朝、那珂湊7時20分発の勝田行の車両左
側一番前のボックスが私の指定席（？）です。
出発までの待ち時間を含めて20分が車中で夢
を見る至福の時間であります。以前、春先の
自衛隊の桜がきれいでしょう？と誰かに聞かれま
したが、お恥ずかしいことにいつも夢の中、素
晴らしい桜を見たことがありません！
　帰りは勝田が17時43分発の下り、列車を
待っている人の大半はいつもの人達。学生・サラリーマン・そのほかの
人たちと、人間ウオッチングもなかなか楽しいものです。これが私のライフ
サイクルの通勤ルーティンです。
　車での通勤も可能なのですが、渋滞にも巻き込まれず決まった時間に
着く、車中では自由に時が過ごせるなど湊線通勤は魅力的です。急な飲
み会で、帰りに車をどうしようなんて悩むこともありません（これが一番大
きな要因かも知れません！）。これからも湊線ずっとお世話になりますのでよ
ろしく！
　さて今年は、二年振りに天満宮御祭禮（那珂湊八朔まつり）が8月3
日から6日までの4日間執り行われます。私の住む和田町がその年番町と
してお祭りを仕切ることになりました。
　大きな責務とプレッシャーを感じながら、準備に余念のない毎日です。
3日の稚児・手古舞による年番町お宮参りも那珂湊駅に立ち寄る予定に
なっていますので、かわいい子供たちの姿をぜひご覧ください。
　メインの5日･6日は、各町内から山車が出て町中を練り歩きます。今年
は獅子、みろくを含めて12台がお祭りを盛り上げてくれることになっていま
す。今夜も7時からお祭りの集まりです。早く帰らなくちゃ・・・・。

「乗車証明書」でおトク!
★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。

■7月2日（日） 
　午前9時～11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

野菜と干物の朝市
毎月第一日曜日に開催

　昨年のMMM参加がきっかけで、2ヶ月前から
那珂湊で生活を始めた美術家の臼田那智さん
が、八朔祭りの楽しさを子ども達と共有したいと
「子ども屋台」に飾るオブジェの制作を市内の小
学生や保育園児らと先月から続けてきました。こ
の屋台が八朔祭に合わせて8月5日午後1時から
那珂湊駅ホームで公開されます。臼田さんはこの屋台を通して子ども達が
“思いがけない事態”を楽しんで欲しいと話しています。ぜひご覧ください。

私の湊線通勤ルーティン
　～八朔祭りの準備にも余念がありません～

※ホームへの入場は無料です。

国土交通大臣表彰を受賞
おらが湊鐵道応援団と湊鉄道対策協議会

夏季の周辺道路は渋滞が続
きます。お出かけは湊線で！夏の沿線はイベント盛りだくさん

子ども達と作った屋台が那珂湊駅ホームに

ローカル鉄道・地域づくり大学 
サマースクール

8/20（日）まで 海水浴場開設 阿字ケ浦･平磯海水浴場・姥の懐マリンプール
期　　　日 イ    ベ    ン    ト 会　　　場

8/19（土）までの土曜日 阿字ケ浦ランタンナイト 阿字ケ浦海岸
7/29（土） ひたちなかドリンクラリー 勝田駅東口一帯
7/30（日） 第22回 阿字ケ浦海岸花火大会 阿字ケ浦海岸
8/5（土）・6（日） みなと八朔祭り（天満宮御祭礼） 那珂湊地区
8/5（土）・6（日）・11（金）・12（土）ROCK IN JAPAN FES 2017 国営ひたち海浜公園

8/12（土）～9/3（日） みなとメディアミュージアム 湊線と沿線、商店街
8/18（金）～27（日） コキアライトアップ 国営ひたち海浜公園

8/9（水） TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2017 国営ひたち海浜公園

8/19（土） ドゥナイトマーケット 那珂湊地区商店街

8/8（火） 第30回 那珂湊海上花火大会 那珂湊漁港

8/19（土） 第23回 ひたちなか祭り花火大会 陸上自衛隊勝田駐屯地
8/20（日） 第23回 ひたちなか祭り 勝田駅前周辺
8/23（水）～9/4（月）※29日休館 おらが湊鐵道応援団作品展 勝田駅東口 コミュニティギャラリー

8/21（月）～27（日）※予定 ドッグプール 姥の懐マリンプール
8/26（土）・27（日） ローカル鉄道・地域づくり大学 那珂湊駅など

　2年ぶりの八朔まつりが、8月3日㈭から6
日㈰まで和田町年番で、那珂湊地区で行われま
す。
　3日は午前9時から年番町お宮参り、4日は
午後6時から天満宮で例祭、5日の神幸祭は午
後5時30分に明神町を出発、6日は午前6時
にお神輿がお浜入りし、還幸祭は午後6時に和
田町を出発します。
　今年出場する風流物は、六町目（獅子）、元
町（弥勒）のほか、壱町目、四町目、七町目、

殿山町、泉町、釈迦町、龍之口町、牛久保町、小川町、田中町の各屋台で合
計12台。盛大なお祭りとなりそうです。
　お宮参りの一行は3日、5日と6日の日中の町渡しでは、各屋台が那珂湊駅
にも立ち寄ります。駅を訪れる時間等は決まり次第、応援団のフェイスブックペー
ジでお知らせします。

　7月12日、東京・霞が関の国土交通省で「平成29年
地域公共交通優良団体 国土交通大臣表彰式」があり、おら
が湊鐵道応援団(佐藤彦三郎団長)と、湊鉄道対策協議会
(会長・本間源基市長)が、 ひたちなか海浜鉄道を中心にし
た地域公共交通の確保・維持などの各種取り組みに対して、
石井啓一国土交通大臣から表彰状が授与されました。　今
回の表彰は全国5地域から選ばれた8者2団体が受賞した
栄誉あるものです。式典には市企画部、海浜鉄道、応援
団から9名が参加し、本間市長、吉田社長、佐藤団長が
登壇、代表して佐藤団長に石井国交大臣から表彰状が授与
されました。 
　今回の受賞は湊線に関わる全ての関係者、とりわけ駅清
掃や各種行事にご協力を頂いている沿線自治会の皆様、湊
線を必要とし、利用している地域の皆様、ファンの皆様な
ど湊線を応援する全ての方々のお陰です。 
　これからも湊線は、ひたち海浜公園西口までの延伸構想
や、磯崎ー平磯間の新駅計画など明るい話題が続きます。
それらを確実に実現出来るように関係者が協力し合い、湊
線と沿線をさらに盛り上げる活動に取り組んでまいります。
引き続き湊線の応援とご利用をよろしく お願いします。

地域公共交通の維持・確保に貢献
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風流物が12台出ます
2年ぶりの八朔まつり 8月12日に開幕

　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12日から
9月3日まで開催されます。9
回目の開催になる今年のテーマ
は「対峙したあと」。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、
19組の個人・団体です。おも
な展示場所は那珂湊駅や運行列
車のほか、那珂湊駅北の「百華
蔵」、恵愛小林クリニック、商店街、
湊公園などです。
　観覧は無料、期間中は月曜日
と火曜日は休み、観覧時間は午
前10時～午後5時（休日は午後
7時まで）です。
　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。

　ローカル鉄道・地域づくり大学
の夏の恒例イベント、サマースク
ールが今年も8月26日㈯～27
日㈰に開催されます。これまでの
5年間で、累計300名ほどが参
加したサマースクール。6年目の
今年は、ひたちなか海浜鉄道以外
のローカル鉄道経営と地域づくり
のケーススタディなどを学びます。
参加方法など詳しくは那珂湊駅（担
当・大重）まで。

◆第22回 阿字ヶ浦海岸花火大会
7月30日㈰　阿字ヶ浦海岸
最寄駅・阿字ヶ浦駅
◆第30回 那珂湊会場花火大会
8月8日㈫　那珂湊漁港
最寄駅・那珂湊駅
◆第23回 ひたちなか祭り花火大会
8月19日㈯　陸上自衛隊勝田駐屯地
最寄駅・金上駅または日工前駅
※時間はいずれも午後7時～8時30
分。湊線は車輌を増結します。

MMM2017
みなとメディアミュージアム

花火大会は湊線で花火大会は湊線で

応援団サービス
あります。

中根駅近くでガマの穂が出始めました（7/21）


