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神田明神でローカル鉄道・地域づくり大学

湊公園では８月に野外劇

６月１０日、２回目となるローカル鉄道・地域づくり大学の東京講座
が約60名の参加を得て開催されました。
路線バスの新規参入について問題提起している両備グループ
（本
社・岡山市）の礒野省吾専務、知恵と工夫で黒字基調を保つ銚子電
鉄の竹本勝紀社長の講話に続いて、亜細亜大学の佐藤信之先生を
交えたシンポジウムは、参加者納得の内容の濃いものとなりました。
場所は東京・神田明神。 御祭神・少彦名命（すくなひこなのみこと）
は、大洗磯前神社から勧請された神様。また、神田明神は地域づく
りにも力を注がれ、アニメ作品の聖地として知られるなど、湊線とも
意外と多く共通点がありました。
今回得たお知恵とご縁を踏まえ、恒例のサマースクールは８月２５日から２日間の日程で那珂湊で開催します。さら
にレベルアップしたスクールにぜひご参加ください。
(代表理事・吉田千秋）

「海辺の鉄道の話」前売り券発売開始

水戸芸術館 ACM 劇場で、9 月20 日から24 日に
公演される
「海辺の鉄道の話」の前売り券がこのほど
発 売 開 始 に なりました。前 売り券 は 2000 円〜
4500 円。このほか湊線乗車券とセットになった特
別券などがあります。
芸術監督の井上桂さんに寄稿をいただきました。
＊
＊
＊
先日ＮＨＫの全国放送で、湊線の延伸計画が流れ
ていました。素晴らしいニュースで、実現に向け国
の認可が待たれますね。
『海辺の鉄道の話』は、海浜
鉄道さんの確実な十年の歩みを振り返るものになる
のは間違いありません。劇作家の詩森ろばさんは、この素敵なニュースを喜び
ながら、どんな結末の物語にしようかと一人苦心惨憺していることでしょう。
一口に十年と言っても、小学一年生だった子どもが高校一年生になるような
時間の流れです。そんな成長の十年間を早回しにしても、とても楽しいことと
思いますが、関係者の熱意と苦闘が、
ＮＨＫの名番組「プロジェクトＸ」のように時
にハラハラ、時にワクワクと再現されていきます。そして延伸が見えてきた今、
湊線にはどんな未来が待っているのか。そうしたところにも想いを巡らしていた
だきながら、お仲間で、ご家族でご覧いただきたいと思っています。チケットは
好評発売中です！ＨＰをご覧ください！http://310acm3710railstory.com/

8 月 11 日と12 日夜には湊公園
で、那珂湊野外劇実行委員会（磯
﨑満委員長）主催による野外劇「湊
村反射炉物語」
が上演されます。
那珂湊反射炉建設に命をかけた大
工・飛田与七が題材の演劇です。
出演者に応募した小学生から74 歳
までのアマチュアが現在猛練習に
励んでいます。

一瞬、茨交カラー

10年ぶりに登場した懐かしい茨交カラー

湊線絵手紙応援隊（山口浩
子代表）の協力で今年も 8 月
車 両 の 定 期 検 査 に 入った キ ハ 末まで、全国各地の愛好者か
37100-03のアニマルラッピング ら寄せられた絵手紙が湊線の
がはがされた6月3日、下地の茨城 車内 5 両に飾られています。
交通カラーのままで那珂湊駅構内を
入れ替えのため短時間走行し、
「懐
かしい」とSNS上などで話題になり
ました。
6月末ごろには、いばらき国体キャ
ラクターの「いばラッキー」の新たな
ラッピングで再登場します。

駅の環境整備 いつもありがとうございます

三反田小6年生が中根駅に花植え

6 月 1 日、三反田小学校 6 年生の皆さ
ん 31 名と引率の先生が、地元の応援団
三反田支部のみなさんと一緒に中根駅で
マリーゴールドやトレニアなど120 株の
花植えをしました。季節の花が絶えない
中根駅を車窓からお楽しみください。
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夏の応援券+硬券発売中
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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
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那珂湊
龍之口町
十三奉行
殿 山 七町目・牛久保町 和田町・殿山町

高田の鉄橋駅に花のプランター

6 月 10 日、湊中学区地域を住みよく
する会の環境部会員 11 名の皆さんが、
高田の鉄橋駅に花のプランター22 個を
設置してくれました。これまでは花などな
く殺風景だった駅のホームが明るくなりま
した。

絵手紙列車運行中

平 磯

平磯･平磯清水町自治会

磯 崎

磯崎町自治会

阿字ケ浦

阿字ケ浦自治会

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

野菜と干物の朝市
野菜の高騰で大人気。お出かけはお早
めに。ホームへの入場は無料です。

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」8,790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
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皆さまこんにちは。MMM（みなとメディアミュー

ジアム）は今年、記念すべき10 周年を迎えます。
スタッフ一同、地域の皆さまと共に那珂湊をさらに
盛り上げる年にして参ります。

今年は10 周年を記念して歴代大賞作家の皆さ

んの何人かをご招待しました。また、新たな企画

としてMMMアプリ開発やアートツアー実施によ

り、今までのアーティスト、スタッフ、そして何より

地域への感謝とMMM の成長が感じられる10周年にしようと、準備を進

めております。

今年のテーマは「あおき線路はつづく−10 周年の奇跡−」です。設立

当初と変わらない「青い」Tシャツを着た私たちが10 年間繋いできた「線

路」と、
「那珂湊」というアートステーションをさらに前へ推し進めたいと

いう想いを込めました。

しかし、10 周年というものの、メインスタッフは学生であるため毎年メ

ンバーが変わり、年毎にカラーもアプローチも違います。ですから、今ま
でとはひと味違った「私たちだからできるMMM」を感じていただけたらと
思います。

スタッフ一同精一杯がんばって参りますので、今年もどうぞよろしくお願

い致します。

【MMM 8 月 19 日㈰から】

2009 年から湊線と沿線地域で夏期に開催されているアートイベン
ト・みなとメディアミュージアムは今年で 10 回目を迎えます。
今年は8 月19 日㈰〜9 月8 日㈯に開催されます。ご期待ください。
夏季の周辺道路は渋滞が続
夏の沿線はイベント盛りだくさん きます。お出かけは湊線で
！
期

日

7/7
（土）

イ

ベ

ン

おもてまち七夕まつり

7/14
（土）
〜8/19
（日） 海水浴場開設
7/21
（土）

ト

会

場

表町商店街

阿字ケ浦･平磯海水浴場・姥の懐マリンプール

ドゥナイトマーケット

那珂湊地区商店街

7/22
（日）

みなとフェスタ2018

那珂湊本町通り商店街

7/28
（土）

ひたちなかドリンクラリー

勝田駅東口一帯

7/29
（日）
※雨天30日 第23回 阿字ケ浦海岸花火大会

阿字ケ浦海岸

8/3（金）
・10（金）
・17（金）阿字ケ浦ランタンナイト

阿字ケ浦海岸

8/4（土）
・5（日）
・11（土）
・12（日）ROCK IN JAPAN FES 2018

国営ひたち海浜公園

8/8
（水）
※雨天9日

第31回 那珂湊海上花火大会

那珂湊漁港

8/9
（木）

TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2018 国営ひたち海浜公園

8/11
（土）
〜12
（日）

野外劇「湊村反射炉物語」

湊公園

8/16
（木）

万霊供養灯籠流し

那珂湊漁港

8/17
（金）
〜26
（日）

コキアライトアップ

国営ひたち海浜公園

8/18
（土）
※雨天20日 第24回 ひたちなか祭り花火大会

陸上自衛隊勝田駐屯地

8/19
（日）

第24回 ひたちなか祭り 本祭り

勝田駅前周辺

8/18
（土）

ドゥナイトマーケット

那珂湊地区商店街

8/19
（日）
〜9/8
（土） みなとメディアミュージアム2018 湊線と沿線、商店街
8/20
（月）
〜26
（日） ドッグプール

姥の懐マリンプール

8/25
（土）
・26
（日）

那珂湊駅など

ローカル鉄道・地域づくり大学

9/20
（木）
〜24
（日）

水戸芸術館ACM劇場「海辺の鉄道の話」水戸芸術館

9月中旬〜10月上旬

コキアカーニバル

9/30
（日）

ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦 阿字ケ浦海岸

国営ひたち海浜公園

「乗車証明書」
でおトク!

毎月第一日曜日に開催

■7月1日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

MMMは今年 10 周年！
！

おらが湊鐵道応援団

★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

