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秋のお出かけは湊線で！
11月5日㈰までの土日祝日
無料シャトルバスを運行
阿字ヶ浦駅

ひたち海浜公園
みなと産業祭 etc.

流木を拾い、洗って、白く塗る

海浜公園海浜口

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 5
日㈰までの土日祝日の開園時間帯 (9~17 時台）
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？
コキアの紅葉やコスモスは 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。

入園券付きフリー切符がおトク
海浜公園の入園券がセットになった
「海
浜公園入園券付湊線１日フリー切符」が
お得です。通常は入園券 410 円、フリ
ー切符 900 円が、合わせて 1,100 円
（おとな）
になります。発売は勝田駅湊線
改札と那珂湊駅など。海浜公園で入園
券購入で並ぶことなく入場できます。往
復の湊線各駅の乗り降りも自由です。

期

MMM大賞

後半から那珂湊での滞在が始まった。
海辺に降りては流木を拾い上げ、
自転 車で海 沿いを走るのが日課と

おもな秋の沿線イベント情報
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9/16（土）〜10/22（日） コキアカーニバル

国営ひたち海浜公園

10/14（水）〜23（月）

湊線応援絵手紙展

勝田駅東口winwinビル

10/15
（日）

みなと産業祭

那珂湊漁港（卸売市場）

11/2（木）〜12（日）※11/6〜8休み 虎塚古墳石室壁画秋季一般公開

中根駅より徒歩30分

11/4㈯・5㈰

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

11/11㈯・12㈰

那珂湊コミセン「コミ祭り」

那珂湊体育館周辺

11/11㈯・12㈰

しおさいまつり

平磯学習センター

夜9時・11時台をダイヤ改正
10月14日㈯から

海浜鉄道は JR のダイヤ改正にあ
わせ、10 月 14 日から夜 9 時と11
時台の上下各 2 本のダイヤ改正をし
８月２６日から１泊２日の日程で、恒例のローカル鉄道・地域づくり大学サ ます。新ダイヤは下記のように 2〜
マースクールが開催されました。
3 分出発時刻が遅くなります。
例年、密度の濃いレクチャーと議論で、業界でも注目を浴びているスクー
新しい時刻表は近く那珂湊駅など
ルですが、今年は一段と内容を掘り下げ、これまであえて取り上げてこなかっ で配布されます。
た活性化に悩む地域の実情とホンネにも踏み込みました。約 40 名の参加者
【上り】
の評価は高く、これまでにない手応えを感じた２日間となりました。
阿字ヶ浦 21:17→勝田 21:44
また、今年 6 月に初めて開催した東京講座や過去の参加者からの推薦によ 阿字ヶ浦 23:09→勝田 23:36
る参加者も多く、
「地域鉄道活性化のまちひたちなか」のブランド化も着実に
【下り】
進みました。この勢いをさらに増し、地域活性化へ。変わらぬご協力をお願 勝田 21:15→阿字ヶ浦 21:42
いいたします。
（海浜鉄道社長・サマースクール代表理事 吉田千秋） 勝田 23:07→阿字ヶ浦 23:34
行政からの参加も多かったサマー
スクール（最終日・釈迦町集会所）

野菜と干物の朝市

各駅の清掃・環境整備 ご苦労さまです
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
釈迦町
小 川
幸 町
那珂湊
龍之口町
湊泉町
殿 山 和田町･殿山町 七町目・牛久保町

昨年秋の
花壇整備

中 根

10/14ハマギク花壇整備

毎月第一日曜日に開催

■10月1日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

※ホームへの入場は無料です。

時と共に潮が満ち、夜には全てを吸
い込んでしまうような純粋な闇となる。
山に囲まれた環境で育ってきた私は、
海がいつも見せる違う表情に胸が震
えた。
制作のために日々、流木を拾って
は水で洗い、白く塗るという作業を繰
り返した。必要な量に達するまで何度も何度も繰り返した。
「おのがすがた
を うつしてやみん」はそれらの過程で出会った様々な情景、人々、言葉
を思い返しながら、線路上で一つ一つ紡いで出来上がった作品だった。流

平磯･平磯清水町自治会

秋の硬券フリー切符＆応援券を発売中

は別に、
「私自身」を再構築する行為となったように思う。
そうさせてくれたのは、ほかでもない、この那珂湊全体の人・物・空
気全てだ。それらは私の想像した以上に今回の作品に美しい要素を与え
てくれた。最後に、駅の敷地内、線路というまたとないロケーションをご提
供くださった、ひたちなか海浜鉄道様、那珂湊の皆様ありがとうございま
した。
線を使った表現が、作家がこれまで取り組んできたテーマであったとい

えるが、今回は流木を組み上げ、巨大な彫刻ともいうべき作品になった。
白く塗った流木群は、様々な場所から見てみることで姿を自由自在に変え

てゆく。空間を自由に使って作品の見え方を変える手法は作家の得意とす

るところで、本作でもその特徴がよく表れている。近隣の方々と協力関係

を築きながら作品を作り上げたプロセスについても、
「地域との協働」とい

うみなとメディアミュージアムの理念から評価できる点であり、作品そのも
のの評価に加えて、大賞にふさわしい要素であったといえる。

限られた時間のなかで質の高いものをつくっていくことが今後求められる

ことになるだろうが、次の展開に期待ができる作品で、一層の活躍を望ん
でいる。

《講評》MMM2017 特別審査員

東京藝術大学大学美術館 学芸研究員・亀海史明さん

今年度もたくさんの温かいご支援のもとMMMを開催することができま

した。心よりお礼申し上げます。私たちは「対峙したあと」をテーマに掲げ、
那珂湊と作家・作品と鑑賞者など様々な二者が向き合うことで新しい何か

10 月 14 日㈯ 朝 8 時（刈り払い機
は 7 時半）から、那珂湊駅西側 ( 洞下
磯崎町自治会
磯 崎
踏切ー田中町踏切間）のハマギク花壇
阿字ケ浦自治会
阿字ケ浦
の整備を実施します。もうすぐ開花時
朝8：30（中根駅7：30〜、 高田の鉄橋駅 期を迎えます。周辺自治会の皆様のご
は8：00）
から実施します。
協力をお願いいたします。
平 磯

なった。水平線の向こうから風が吹き、

木を紡いてゆく行為は「那珂湊」のフィルターを通して、私自身の意図と

ローカル鉄道･地域づくり大学
サマースクール

10月1日
（日） 11月5日
（日）

大 沢 由 紀 さん

6 月の後半から数回訪れ、７月の

地域鉄道の活性化と課題を討議

駅名

8 月 12 日から9 月 3 日まで開催された MMM（みなとメディアミュー
ジアム））は最終日に表彰式が行われ、今年の大賞には大沢由紀（Sawa
yukio）
さんの作品「おのがすがたを うつしてやみん」が選ばれました。作
品は那珂湊駅構内西側の線路脇で制作され、地元の方と会期中も制作が
続きました。地域と一体となったアートイベントをめざす MMMらしさを具
体化した大賞となりました。
大沢さんとMMM の高田代表、作品の講評を亀海史明さんに寄稿いた
だきました。

が生まれることを目標に活動してきました。制作準備や期間中に携わって
頂いた皆さま、鑑賞作品を温かく見守って頂いた皆さまや、まち中に展示

された作品を観て心に新しい発見や感動が残っていれば嬉しいです。ご協

湊線絵手紙応援隊作品展

力いただいた全ての皆さまに感謝申し上げますと共に、来年はMMM10
周年です、これからも応援よろしくお願いします。

（MMM2017 代表・高田彩加さん）
全国から集められた湊線絵手紙応援隊
（山口浩子代表）の作品展が 10 月 14 日㈬
セット価格 1,000円
〜23 ㈪まで勝田駅東口の市民交流セン
売上げの一部は応援団の活動費に使 ター・コミュニティギャラリーで開かれま
われています。
す（10 時〜20 時・最 終 日 16 時）。ぜ ひ ★乗車証明書は、湊線に乗車したお客様に駅員また
ご覧ください。
は応援団が発行する乗車特典のサービスです。証

フリー切符900円+応援券100円

「乗車証明書」
でおトク!

見本

運賃
改定

応援団オリジナル

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！」8,570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

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

