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9月8日㈯ 那珂湊海上花火大会

9月15日㈯〜10/21日㈰

コキアカーニバル

台風の影響で延期された那珂湊海上花火大会が、9 月 8 日㈯に
国営ひたち海浜公園
那珂湊漁港で実施されます
（雨天の場合は翌 9 日）。花火大会の前
海浜公園のコキアカーニバルが 9 月 15 日
後に湊線は、平日ダイヤの運行に加えて臨時列車を増便します。 から始まります。海浜鉄道では 9 月 22 日㈯
会場は那珂湊駅から徒歩約 12 分です。
から 11 月㈯ 4 日 ㈰まで ㈰ の 土 日 祝 日に阿
字ヶ浦駅から同公園海浜口まで無料のシャトル
バスを運行します。

時間 午後7時〜8時30分

※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
花火見物に便利な列車
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駅員さんになったよ！

駅の環境整備 いつもありがとうございます
駅名

中 根

9月2日
（日） 10月7日
（日）

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
湊中央
釈迦町
湊本町
幸 町
那珂湊
商店街
湊泉町
殿 山 七町目・牛久保町 和田町・殿山町
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。

満 さん

８月１１日・１２日夜、湊公園で初めての「那珂

湊野外劇・湊村反射炉物語」が上演されました。

ご賛同ご支援いただいた多くの皆様・準備に携

わったスタッフ関係者の皆様、そして出演者募集に応じていただき、3か

月半におよぶ厳しい練習に耐え、本番の舞台でそれを見事に表現した出

夏の湊線利用 前半不調を吹き飛ばし好調

湊線写真展9/3まで

秋の硬券フリー切符＆応援券を発売
9 月 1 日から11 月 30 日まで「湊線応援券」
と
「特製硬券 1 日フリー切
符」
をセットにした秋バージョンを、那珂湊駅と勝田駅湊線窓口で販売しま
す。秋の応援券は中根駅近くに咲く彼岸花とミキ 300-103 です。硬券は
横長の「D 型」です。セット価格は応援券 100 円とフリー切符 900 円の合
わせて 1,000 円です。四季毎に発行される応援券 4 種類を集めて那珂湊
駅窓口に提示すると、湊線グッズを
見本
プレゼントします。
売上げの一部は応援団の活動費
に使われています。ぜひお買い求
めください。
見本

﨑

会場においでいただいた皆様・このイベントに

地 域と多くの 大 学 の 学 生 が 協 働した
MMM は今年で 10 週年を迎えました。行
政主導のプロジェクトが多いなか、学生が
主体的に企画運営を続けてきたことが特徴
のアートイベントです。過去にMMM で大
賞の受賞経験がある野村在、井口雄介、
玉田多紀の各氏らを中心とした 14 作家の
珠玉の作品の構成となりました。児童との
コラボ HM など、那珂湊駅と周辺会場で現
湊 線 の 写 真と絵 画 展が、9 月 3
代アートの数々に是非ふれてください。
日㈪まで、勝田駅東口 winwinビル
時間：11 時〜18 時（月曜休み）。
1 階・コミュニティギャラリーで開
入場無料
催中です (8/28 休館）。時間は 10
詳細：minato-media-museum.com
時〜20 時（最終日 16 時）。

8月4・5・11日、小 学 生ら 21 人 の 親
子が応援団を訪
れ、那 珂 湊 駅 で
乗 客 へ の MAP
配布や改札業務
などボランティア
体験をしました。

磯

だき大成功となりました。

↓

MMM2018
9月8日まで 開催中

那珂湊野外劇実行委員会 代表

想をはるかに上回る約１８００名の方にご来場いた

田

沿線のイベントが続く夏の湊線の利用状況（速報）
がまとまりました。
金上駅に
出足の阿字ヶ浦花火大会が台風襲来の予報により不調、那珂湊花
入線する列車
火大会の台風による延期、そして台風と猛暑によるお客さまの外出手
控え、また八朔まつりの不開催年だったことなど、きびしい状況下で
苦戦が続きました。
が、通常利用のお客さまが増加傾向にあることをベースに、八朔ま
つりに代わるみなとフェスタ２０１８、湊村反射炉物語による特需、今
年から本格的に展開したロックインジャパン輸送対策が一定の効果を
見せたことなどで徐々に劣勢を挽回し、後半に入り、8 月 18 日夜の
ひたちなか祭り花火大会が過去最高のご利用をいただいたことで、一
気に昨年を上回る成績となりました。
秋の行楽シーズンを迎え、このまま好調を維持して行けば、２年連
続の単年度黒字、年間輸送人員１００万人突破の可能性も見えてきま
す。元気な湊線の「もっと元気」
に向け、一層のご利用とご支援をお願
阿字ヶ浦駅からROCK会場へ向かう人たち8/4 いいたします。
（海浜鉄道 吉田千秋）

みなとメディアミュージアム

「那珂湊野外劇」へのご協力
ご来場ありがとうございました

お陰様で天候にも恵まれ、二日間で、当初の予

は臨時列車
線路の両側は人であふれた
ひたちなか祭り花火大会

阿字ケ浦

運賃
改定

演者の皆様、本当にありがとうございました。

今回の劇のテーマは、幕末の水戸藩那珂湊反射炉建設とそれを作った

大工・飛田与七の成長をめぐるエピソード。

舞台では、史実に基づくストーリーを追いながら、同時にペリーがヒッ

プホップダンスを踊り・大砲が轟音を発するなど楽しくエキサイティングな
完成度の高い野外劇にふさわしいステージとなりました。

終演後には数多くの「よかった！」の声をいただきました。また、
「なぜ

あそこに反射炉があるのか、今回の野外劇でよくわかったよ。
」との声も
寄せられました。

この那珂湊の街で、あの時代、何が起こったのか？ なぜ起こったのか？

なぜせっかく完成した反射炉は破壊されたのか？ 昭和の時代になってど

うして再建されたのか？ そしてこれからどうするのか？

特に、これからこの街を支えるであろう若者や子供たちが、私たちが暮

らすこの那珂湊の街の歴史を知り、この街に自信と誇りを持ち、それをこ
れからの未来につなげられたら・・・・。
今回の野外劇

の成功が、そのこ

と の きっ か け に

なってくれ たら、
望外の喜びです。
2日間の公演で
約 1,800 人の来
場 が あった 野 外
劇のワンシーン

9/20㈭〜２4㈪ 公演
水戸芸術館で「海辺の鉄道の話」
海浜鉄道開業10周年記念企画として、湊線と
それに関わる人たちをモデルにした演劇「海辺
の鉄道の話」が、いよいよ9月20日〜24日ま
で、水戸芸術館ACM劇場で公演されます。
作・演出は詩森ろばさん、主演で吉田社長役を
演じるのは松村武さん。 駅猫おさむとミニさむ
役も登場します。
一般公演は20日と21日が午後6時半から、
22日〜24日が午後2時から。 チケットは全席
指定でS席4500円、A席4000円（大学生以下
2000円）
です。また、限定デザインの湊線一日
フリー切符とサザコーヒー芸術館店のドリンク
チケットセット
（5000円〜）
もあります。
問合せは水戸芸術館（029-227-8123）
へ。

野菜と干物の朝市 「乗車証明書」でおトク!

水戸芸術館公演特設サイト http://310acm3710railstory.com

毎月第一日曜日に開催

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。

■9月2日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」8,810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

★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

