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湊線で花火見物にお出かけください
阿字ヶ浦海岸花火大会 7月29日㈰ 雨天30日
那珂湊海上花火大会 8月8日㈬

雨天9日

※会場に湊線利用者優先席をご用意しています（先着順）
※那珂湊駅でお子様に「水ヨーヨー」を応援団からプレゼント
3大会とも車両を増結して輸送します

（昨年の那珂湊駅・写真は合成しています）

「海辺の鉄道の話」公演に向けて
水戸芸術館 芸術監督

井上 桂

ひたちなか祭り花火大会 8月18日㈯ 雨天20日

MMM2018 8月19日㈰〜9月8日㈯

8月25日㈯にはアートツアー

阿字ケ浦

湊 線と延 伸と私
市役所企画調整課長

藤

咲

裕

之

さん

母の実家が殿山の駅前にあり，毎週のように遊びに行っていた関係で、

物心がついた時から湊線は身近な存在でした。殿山駅の線路際にある水

路でザリガニをとったり、線路を歩いて湊二小近くの「半分山」に行って
遊んだり、線路に10 円玉を置いてぺちゃんこにしたり…。今謝ります。ご

めんなさい。

そんな私がこの 4月に市役所の企画調整課長を拝命し、湊線を担当す

ることとなって三か月。
「事あるごとに」本間市長が口にする「10 年前に

廃線の危機を乗り越えた湊線が、29 年度の利用者数は100 万人を突破、
25,000 円の黒字を計上し、今ではひたちなか地区までの延伸を計画して

いるのは奇跡。応援団、地域、社長の力があってこそ」を肌で実感して
います。

湊線を次の世代、将来につなぐための延伸計画は、わが国の鉄道行

「海辺の鉄道の話」、いよいよ作家が執
政に大きな影響力を持つと、大学の先生方にも力強い後押しをいただき、
筆作業に入りました。どんな展開の物語
まず 那 珂 湊 駅ホームからスタートして、
今まさに大きな一歩を踏み出したと
になるのか、またそれをどう舞台で見せ MMM のマスコット的キャラクターである伊
ころです。
るかは、作・演出の詩森ろばさんの腕次 藤沙織さんの作品である“ かっぱちゃん “に癒
第というわけですが、そもそもこの企画 されます。そのなんとも言えない表情とポー
皆様のご指導をいただきながら、
を彼女に依頼したのは、NHK の人気番組 ズからご好評をいただいております。
私も全力で頑張ります。引き続きど
「プロジェクトＸ」のように、時に熱く、時
那珂湊駅車庫近くにはオサムシアターがあ
うかよろしくお願いいたします。
に涙する物語を作らせたら一番の人だか ります。ケハ 601を利用した車内でアニメー
らです。彼女の手にかかったら、どれだ ション作品の鑑賞をすることができます。東
写真 = 同僚とビア列車に乗車して湊
け面白くなるんだろう、とワクワクしてお 京芸大大学院生の短編作品を会期中ずっと放
線を応援するする藤咲さん
ります。
映しておりますのでお立ち寄りいただければ
その彼女も取材で多くの方々にお目に と思います。
かかってきましたが、出会う関係者の熱
駅近くの百華蔵では 2010 年大賞作家の
量に圧倒されっぱなしでした。そんな人た 玉田多紀さんの作品を見ることができます。全てダンボールで作られた精
ちを舞台に出す物語ですから、それを演 巧な作品は一見の価値ありです！
8/22㈬は個人でも参加できます
じる俳優さんもかなり厳選することになり
おさかな市場方面には、オープンしたてのゲストハウス「編湊」の屋上
ました。海浜鉄道の吉田社長の「穏やかだ には 2011 年大賞作家の井口陽介さんの作品を見ることができます。木
夏の宵の湊線風物詩になった
「ビア列車」の運行をしています。貸切車輌
けど、にじみ出るしたたかさをやれるのは、 製の素材を利用した大規模な作品になる予定ですのでご期待ください！
の中では生ビールや冷酒、ソフトドリンクが飲み放題。つまみやその他のドリ
誰だ？」
というキャスティング会議もありま このルートだけでも盛りだくさんですが、MMM の展示は他の場所でも行っ ンクもお持ち込みができます。
した。あの人とこの人は欠かせないけど、 ています。ご期待ください。
勝 田 駅 発 着（18:29 発・所 要 時 間 1 時 間 16 分）と、那 珂 湊 駅 発 着
（MMM2018 地域イベント班長 鷲見達也）
全員舞台に出してまったら、役者 ( お金
（17:59 発・同 1 時間 33 分）の 2 プランがあります。料金は 1 車輌貸切
夏季の周辺道路は渋滞が続 （25 名まで）
も！) も、足りなくなる。何人かの人格を
５万 4 千円。
（1 名増えるごとに2,160 円増し）
きます。お出かけは湊線で！
合体させた人物をつくらなきゃ、という提
7 月20 日現在、8 月1 ㈬･2 ㈭･10 ㈮･23 ㈭･29 ㈬の各日が空いている
案も飛び出しました。
「でも絶対、ねこ
（オ
そうです。
期
日
イ ベ ン ト
会
場
サム）を出すわ」
と作家が主張したり。舞
また、8 月 22 日㈬に限り、個人での利用ができます（勝田 18:29 発、1
7/28
（土）
ひたちなかドリンクラリー
勝田駅東口一帯
台美術でも湊線の駅を地域の子どもたち
人 3,000 円）。
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
と一緒につくる準備も進んでいます。
職場やお友達同士などでご利用をお待ちしています。申し込み・問合せは
8/3（金）
・10（金）
・17（金）阿字ケ浦ランタンナイト
阿字ケ浦海岸
那珂湊駅（029-262-2361）
まで。

ビア列車を運行しています

夏の沿線はイベント盛りだくさん

猛暑の中、ありがとうございました

7 月 14 日、那珂湊駅西側のハマギク花
壇の除草作業を周辺自治会の皆さんが
行いました。猛暑の中、ありがとうござ
いました。

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）

那珂湊漁港

万霊供養灯籠流し

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

駅の環境整備 いつもありがとうございます
駅名

8月5日
（日） 9月2日
（日）

中 根

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
神敷台
湊中央
湊本町
那珂湊 部田野小谷金
十三奉行
商店街
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町
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。

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）

ローカル鉄道・地域づくり大学

那珂湊駅など

8/25
（土）
・26
（日）

磯崎夏祭り

磯崎地区

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

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

＜発行＞

川又書店エクセル店で海浜鉄道とのコラボ企画
が 8 月 19 日まで開催中です。主催したブック
エース
（川又書店）代表取締役社長の奥野康作さ
んに寄稿をいただきました。
この夏、海浜鉄道様とブックエース
（川又書店）
で「乗り鉄・撮り鉄・食べ鉄大集合！」と題して海
浜鉄道の秘密に迫るイベントを 8 月 18 日㈯に初
めて開催することになりました！ 吉田社長の楽し
いご講演の後、貸し切りキハ 205 に乗り、地元
名物のたこめしを食べます。途中下車で地元を散
策、写真スポットを巡る楽しいイベントです。
今回イベント開催に合わせて水戸駅ビル内、川又書店エクセル店では8 月
19 日まで、
「鉄道ブックフェア」
を開催。海浜鉄道グッズなども販売中です。
地元書店ならではのイベントとして、開催することが出来ます事とても嬉
しく、私自身、大変楽しみにしております。これからも地元の「誇り」
であるひ
たちなか海浜鉄道にエールを送り続けていきたいと思います。
※8 月 18 日のイベントの申込み・問合せは、JTB 水戸支店（029−225−
5233）
まで。

「乗車証明書」
でおトク!

毎月第一日曜日に開催

■8月5日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

川又書店とコラボ企画

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

