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農薬散布のラジコンヘリと湊線（7/23）

おさむ、10年間ありがとう！

MMM2018 8月11日㈰〜31日㈯
みなとメディアミュージアム

那珂湊地域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 11 日から31 日まで開催されます。11 回目の開催になる今年
のテーマは
「つながる。もこもこつながる。」
です。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、23 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、
商店街など。観覧は無料です。
今年の出展作家の中には、茨城県建築士会青年委員会発のアート集団や、
現役看護師の吉岡純希さんによる
「デジタル ホスピタル アート」など職業経
験を生かしたアート作品や、おさかな市場には巨大アンコウ
が登場します。
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。https://minato-media-museum.com

7月6日お別れの会に約300人が参列

6 月 23 日早朝に亡くなった、那珂湊駅の駅猫として親しまれた「おさむ」の
お別れの会が 7 月６日、同駅ホームで開催され、市内外からおさむファンや
鉄道ファンなど約３００人が最後のお別れをしました。
おさむは 2009 年 7 月 24 日、ひょっこり駅に現れて棲みつきはじめてか
ら約 10 年間、ホームの巡視や乗客の応対など、生涯「駅猫」を貫きました。推
定 17 歳。人間でいえば天寿に相当する猫生でした。
お別れの会は、おさむの写真や絵、たくさんの花が飾られたた祭壇がホー
ムに設けられた中で行われました。黙祷に続いておさむの紹介、長年おさむ
の写真を撮り続けてきた応援団・船越知弘さんの弔辞、おさむとミニさむの
定期健康診断や治療を献身的に努めてきたクリス動物病院の菊池学院長の来
賓あいさつ、みなと源太さんの献歌に続いて、参列者一人ひとりが祭壇へお
別れの献花をしました。
最後に吉田社長はあいさつで「２年前に黒字化を達成できたのは、おさむの
活躍も大きかった。おさむ亡き後も社員一同でがんばりたい」と話しました。
お別れの会に前後して、駅に献花や弔問に訪れる人が毎日続きました。駅
事務室脇に移された祭壇にはノートが置かれ、おさむへの別れの言葉や絵が
綴られました。また、12 日にはおさむの名前の由来となった、皆川おさむさ
んもお花が届いたそうです。
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もこもこ つながる アートイベント
MMM2019 共同代表
慶応義塾大学 2年
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今 宿 未 悠 さん

わたしは大学生の立場から、
「みなとメディア

全国から弔問や
献花相次ぐ

①

11：00〜18：00 8/19・26日休み

ミュージアム（MMM）
」の企画・運営に、共同
代表として携わっております。

MMMとは、那珂湊にて毎年夏に開催される

アートイベントです。産（那珂湊地区商店街、
ひたちなか海浜鉄道湊線）
・学（主に大学教員、
大学院生、大学生）
・芸（アーティスト）が連携

して、8月のまちを芸術作品で彩ります。地域の

皆様のお力添えも賜り、今年で11 年目を迎えることができました。

1 年前から縁あってこの MMMに関わっているわたしは、東京うまれ東

京そだちの純粋な都会っ子です。これまで、わたしがアートに出会う場所

といえば、都会の美術館でした。そこには、監視をするように必ず誰かが
います。ヒトの匂いを完全に消されて、真っ白い空間にただ鎮座する作品

群。それを、心の遠くから、眺めるようにして見るのです。いま思えば、

①来賓あいさつをする菊池院長 ②祭壇に参列者の献花が続いた ③記帳受付には長い列
④駅事務室脇の祭壇にもたくさんの献花 ⑤参列者にあいさつする吉田社長 ⑥ホームは参列者でいっぱいに

一方的で窮屈な関わりだなあと思いますが、わたしにはそれが「あたりま

え」でした。

花火見物は湊線で！車両増結します！ 風流物は12台出場 みなと

阿字ヶ浦海岸花火大会 7月28日㈰ 雨天29日

8月24㈯・25日㈰

そんななか飛び込んだ、那珂湊、MMM。このまちでつくられ、鑑賞

されるアートは、ありとあらゆる意味で自由でした。会期の前は、那珂湊

八朔祭り

に泊まり込み、作家さんと一緒に汗を流しながら夜通しで作品を仕上げま

みなと八朔祭り（天満宮御祭礼）が 2 年ぶりに 8 月
那珂湊海上花火大会 8月8日㈬ 雨天9日
24・25 日に七町目が年番町で開かれます。今年の
※会場に湊線利用者優先席をご用意しています（先着順）
風流物は殿山町、牛久保町、和田町、泉町、四町目、
※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
壱町目、龍之口町、釈迦町、小川町、田中町の各屋
台と、獅子（六町目）
、弥勒（元町）の計 12 台が出場
ひたちなか祭り花火大会 8月17日㈯ 雨天19日 します。また、25 日早朝には御神輿の御浜入りが
あります。
今年は初めて祭りの公式 HP が開設され、祭りの
2 日間に限り屋台の位置情報を公開するほか、祭り
湊線名物のビア列車の予約を受け付けています。23 日
の見どころなどを発信します。位置情報はスマホや
現 在 で 空 き が あ る の は、7 月 26 日、8 月 1、7、21、
パソコンで確認できるそうです。
22、23、28、29、30 日です。各日、勝田発 18 時 29 分と、
各町の風流物は、今年も 24・
那珂湊発 17 時 59 分の 2 プランがあります。申込みは那珂
25 日の日中に那珂湊駅にやって
湊駅（029-262-2361）までどうぞ。
きます。
公式ホームページ
http://3710839.com
8月4日
（日） 9月1日
（日）
駅名

ビア列車 ご利用ください！

駅の環境整備 いつもありがとうございます
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 ７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

はまぎく花壇整備
ありがとうございました

※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。

那珂湊駅西側のは
まぎくの下草取りを
近隣自治会の皆さん
(4 自治会約 60 人 ) で
実施しました。
吉田社長や海浜鉄
道の協力でスムーズ
に今年2回目の作業
を終了することがで
き ま し た。ご 協 力 あ
りがとうございまし
た。

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,020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

す。地域の方と会話し、まちに染まりながら、展示する場所の用意をします。
会期中、来てくださる鑑賞者の方と対話をし、自分もかかわった作品に関

する解釈を、より深めていきます。味気のない「鑑賞するだけ」という枠

組みを超えて、多くの人のなかにはいりこみ、呼吸し、うごめくアートの

中に身を置いたのは、これが初めてでした。

気づけば、わたしはアートが輝く那珂湊という場所を、どこよりも愛おし

く思うようになりました。

ことしの MMM のテーマは、
「つながる。もこもこつながる。
」です。今

まで10 年かけて繋がってきた地域、学術、アートの輪を、さらに大きく、

もこもこと膨張するようにひろげていきたいという願いを込めました。

今までMMMに足を運んだことがない人も、ぜひ会期中に一度、いら

してみてください。この夏が終わる頃には、うだるような暑さがアートと混
じり合うあの空気が、恋しくなってしまうはずです。

（日）
野菜と干物の朝市 ■8月4日
午前9時〜11時頃まで

毎月第一日曜日に開催

■那珂湊駅1番線ホーム

※ホームへの入場は無料です。

「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。

〒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

