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山田萌結



本日の流れ

１ みなとメディアミュージアム2018の報告

２ みなとメディアミュージアム2019について

３ 意見交換会



MMMとは？

茨城県ひたちなか市ひたちなか海浜鉄道湊線沿線を舞台に

開催する現代アートプロジェクトです。

「産（那珂湊地区商店街、ひたちなか海浜鉄道湊線）+学

（主に大学生、大学教員）+芸（アーティスト）」の三者か

らなる実行委員会により運営されており、芸術表現と地域

との協働によるまちの活性化を目的として活動しています。

引用：http://minato-media-museum.com/information/



開催概要

テーマ ： あおき線路はつづく -10周年の軌跡-

日程 ： 8/19(日) 〜 9/8(土) 約三週間

開場時間： 11:00〜18:00 ※月曜定休

会場 ： 茨城県ひたちなか市ひたちなか海浜鉄道那珂湊駅周辺 全８会場

8/19(日) 玉田多紀さんワークショップ（オープニングイベント) ＠百華蔵

8/27(日) ワークショップ ＠社会福祉法人克仁会恵苑

9/2(日) PPT 子ども屋台練り歩き ＠古民家

9/8(土) クロージングイベント ＠百華蔵



開催概要

【参加したアーティスト（敬称略）】

井口雄介(2011年大賞作家) ＠ゲストハウス編湊
玉田多紀(2010年大賞作家) ＠百華蔵
野村在( 2014年大賞作家) ＠駅となりの工場跡

水戸工業高校美術部 ・ 43 ・ 伊藤沙織 ・
伊藤由紀 ・ 中村やす ・ おさむシアター ・
宝塚大学東京メディア芸術学部 ・ 嘉春佳



MMM2018開催場所と展示場所

・８箇所１４作品

-那珂湊駅(2)

-百華蔵(1)

-工場跡(1)

-ケハ601

おさむシアター(6)

-運行列車(1)

-ブリアン(1)

-商店街(1)

-編湊(1)



来場者数

・来場者数2665人（前年度比プラス1125人）
→計測方法の不正確さ
計測人数に重複がある



会期中

海辺の鉄道の話のキャストさんなどとの交流

那珂湊駅以外のひたちなか海浜鉄道の駅付近の看板設置候補場所の捜査

百華蔵、工場跡（編湊）の常駐（来場していただいた方に、作品の紹介）

那珂湊駅でのチラシ配り

破損した作品の簡易的な修復

ワークショップに参加



ワークショップについて

段ボール

開催日:8月18日(土)、8月19日(日)

内容 : 百華蔵にて、段ボールアーティスト玉田多紀さんと中学生のコラボワーク

ショップ

参加者 : 市立那珂湊中学校美術部10名、教員2名



ワークショップについて

クリニック

開催日：8月27日(月)

内容：社会福祉法人克仁会恵苑さんにて、茨城県立水戸工業高等学校の茶道部

さんと美術部さんによる呈茶会を開催

内容：茨城県立水戸工業高等学校生徒12名、教員3名、社会福祉法人克仁会恵

苑さんの方20名程



ポスター・マップ



地域賞
1.ひたちなか海浜鐵道賞
「ヘッドマーク」
宝塚大学



2.おらが湊鐵道応援団賞
「かっぱの気持ち」「おひとついかが」
伊東沙織



3.まちづくり 3710実行委員会賞
「月日を漕ぐ」
嘉春佳



4.ドゥナイトマーケット実行委員会賞
「BANKOKKY」
43



5.那珂湊焼きそば大学院賞
「百華蔵に潜むやわらかきもの」
「作家のたまごになれるたまご」
玉田多紀



6.みなとみらいプロジェクト実行委員会賞
「DELT-A-MINATO」
井口雄介



7.那珂湊本町通り商店街振興組合賞
「那珂湊はいいぞ！」
中村やす



8.ひたちなか商工会議所那珂湊ブロック賞
「Soul Reclaim Device(A portrait of my departed sister)」

「You are gone, You are here」
「Lightigure(12 seconds)」
野村在



8.ハートケアセンター賞
「おさむシアター」
浅野陽子、福地明乃、平松悠、佐々木恵理、
前畑侑紀、今津良樹



クロージングイベント



SSS賞について



SSS賞概要

✔︎今年のSSS賞

1年目のスタッフだけでやるという条件を守れば、どんな企画を行ってもい

いというもの

来年のスタッフを喜ばせるような、ある意味MMMを壊すような、面白いも

のに企画を行う

✔︎SSS賞とは何か

MMM一年目のスタッフが独自の基準で決める賞のこと

("Special award from Students and Supervisor"の略)

✔︎今までのSSS賞

MMM一年目のスタッフが独自の基準で作家の中から誰かを選び、それを

SSS賞としていた



企画内容

MMMのYouTubeチャンネルを用いて、MMMの活動を知ってもらう
(付随して、MMM関係者が見れる記録として残せる)

目的

対象者

MMMのYouTubeチャンネルを活用しよう

①地域の方 ②アーティスト ③MMMに興味のある学生 ④MMMの関係者

①活動の記録動画 (毎月のMTG、フィールドワーク)

②＋α動画
(PR、インタビュー企画、MMMの歴史、今年のMMMのまとめ動画など)

毎月①と②の二本構成



10月 主にSSS賞についての会議を重ねた
10月のミーティングの動画を更新
試行錯誤期間として一通りの作業を行なった

11月 産業交流フェアの動画を更新
11月のミーティング動画を作成中

10月のミーティング : https://youtu.be/LpjsQCvUEY

産業交流フェア : https://youtu.be/_gVAQwQ5mQA

経過報告

https://youtu.be/LpjsQCvUEY
https://youtu.be/_gVAQwQ5mQA


今後の目標

・1年間行う(来年の会期後までを予定)

・SSS賞メンバー全員が一通り撮影ないしは編集を経験する

・拡散力を上げる



普段の活動

スタッフ所属大学・高校

・慶應義塾大学(SFC)

・常磐大学、茨城大学

・明治学院大学

・宝塚大学東京メディア芸術学部

・千葉商科大学

・銚子市立銚子高校

・東京農業大学第一高等学校



普段の活動

・毎月1回の定期ミーティング

・毎月1回のフィールドワーク

そのほか、チャットツールなどを利用して、

それぞれが連携を取りつつ活動を進めている



普段の活動

M4(常磐大学)

・Minato Media Museum Mito・・・M4

・大学内で週１でミーティング

・今年は主に現地でのワークショップやスタッフとして活動

・ドゥナイトでもお世話になっております



産業交流フェア
〈概要〉

・みなとメディア
ミュージアムモバイル
・11/3〜11/4

・ひたちなか総合運動公園

〈内容〉
・松本真弓さんによる
フェイスペイント
・岡本晃樹さんによる
ジャグリングパフォーマンス
・湊線絵手紙応援隊による
絵手紙教室
・MMMスタッフによる
缶バッチWS

・MMMスタッフによる
オリジナルMMMTシャツ作り
（NEW）



協賛金

MMM2018協賛金：645000円
店舗・企業数：60

御協力頂きまして誠にありがとうございました



会計報告

収入の部

1.協賛金等 800,000円

2.事業収益
ARアプリ（予定） 540,000円
観光案内板 207,200円
那珂湊野外劇デザイン 150,000円
ひたちなか産業交流フェア 21,400

円

3.利息 1円

合計 1,718,601円

支出の部

1.運営
交通費等 484,235円
事務用品等 60,620円
みなとハウス運営費 36,000円
ウェブ関係維持費 14,968円

2.広報
印刷費 50,910円

3.キュレーション
制作支援金 585,000円
会場設営費等 82,199円

合計 1,313,932円

2018年12月8日現在の収支
+404,669円

たぶん最終的に+360,000円くらいではないかと



みなとメディアミュージアム2019



MMM2018からみえてきた課題

・那珂湊の皆様への連絡、広報等

ー代表ではなく担当責任者と皆様での連絡

ー引き継ぎの作成、体系の明確化

・学生スタッフ間のチームワーク

ー各大学ごとでの会合や、電話などオンラインの手段を増

やすことでコミュニケーションの機会を増やす



代表制について

-決定事項-

①外部との連絡をするのは代表ではない

切り離す

②代表(仮名)制はとるが、

現在の役割よりも軽くする

→ニュアンスとしては代表班(グループ)



意見交換会



終わりに


