
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
◆  
日 時 4月 15日(日) 9:00～15:30 
場  所  ひたち海浜公園水の広場 

◆
日 時 4月 17日(火) 19:00～21:00 
場  所  商工会議所那珂湊支所 

◆
日 時 4月 24日(火) 19:00～21:00 
場  所  商工会議所那珂湊支所 
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おらが湊鐵道応援団 
広報委員会 

ありがとうございます。応援団員1,400名突破!! 
 
本年 1 月に始まった団員募集は、1,443 名(会費収入 146 万円、

4 月 13 日現在)のご加入いただき、心より御礼申し上げます。 
3 月 30 日、茨城交通㈱より廃止届の延期が発表されましたが、存

続問題は、まだまだ予断を許さない状況にあります。 
皆様の関心の高さを糧に、本活動の市域へ拡大と、実行委員会を

中心に早急に、そして、実のある利用促進活動を推進してまいりますの
で、皆様の更なるご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

高校生が湊線存続を PR 
NHK県域ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV/熱風スタジアム 

会費の使い道は !? 
応援団会費(1000 円)は、活動費(70 ㌫)と団員
募集(30 ㌫)に使われます。全会費の使い道は、
全て湊線存続と利用促進活動に支出されます。 
 
 

 
                    

 

 

   

 
 
                              

(上記は応援団員 1,500名の予算です) 

10 月 8 日(日)開催され

た市民運動会に当自治

会(60 名)が参加。世代

を超え声援が飛びかっ

ていました。 

おおおらららががが湊湊湊鐵鐵鐵道道道応応応援援援団団団報報報   
 

創刊号 
勝田 阿字ヶ浦 

住民ボランテ
ィア活動が始
まりました。 
今、私たちに
で き る こ と
は、思いと心
を未来に繋げ
ようとする行
動ではないで
しょうか!! 

 
 

◆湊線未来へのアイデア… 
(その 1) 田園風景が素晴らしい湊線
を、ハマギク(市の花)と曼珠沙華の名
所にできないでしょうか。沿線には桜
やアジサイなどの名所や観光名所も
あるので観光案内もできるでしょう。
(金上駅でハマギクを植えて 3 年目に
なる市民より) 
(その 2)那珂湊駅の自販機コーナーを
応援団や観光協会、観光ボランティア
などの活動拠点として活用すれば、地
域活性化につながるのではないでし
ょうか?(市内 Aさん) 
 

◆広報委員会だより 
次号は、おらが湊鐵道応援団のホームペ
ージ完成記事。現在設置計画中の那珂湊
駅内おらが湊鐵道応援団(本陣/仮称)の
進捗状況。皆さんからの湊線未来へのア
イデア…などを掲載予定です。 
 
 
 

第 1回 実行委員会 
会議作業風景(2/22) 
 

 

 

 
 
 
 
 

プレゼント 
付き定期券 
 
 

 

おらが湊鐵道応援団 
● 利用促進のアイデアを募集しています。 

〒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） 
TEL029-263-7811 FAX029-263-6859 E-mail：minato@hcci.jp 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湊線乗車特典 
サービス企画 
★湊線特典サービスは、湊線に乗車の 

際に、那珂湊駅または乗務員が発行 
する「乗車証明書」(当日限り有効)を各 
店舗へ提示することにより各店独自 
のサービスが受けられます。 

 
 

   おおおらららががが湊湊湊鐵鐵鐵道道道応応応援援援団団団報報報   
 

勝田 阿字ヶ浦 

おらが湊鐵道応援団 
● 利用促進のアイデアを募集しています。 

〒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） 
TEL029-263-7811 FAX029-263-6859 E-mail：minato@hcci.jp 

 
ご利用下 さい無料駐車場   

   市  釈迦町パークアンドライド    
定期券、普通乗車券、回数券利用者向け 
無料駐車場は 20年度もご利用できます。 
○駐車場所   ひたちなか市釈迦町 6865-1 
○申込方法   那珂湊駅にある「釈迦町駐車場利用台 

 帳」に必要事項を記入して下さい。 
○利用台数   30台 (駐車場:既利用者以外の場所) 
○利用期間   平成 21年 3月 31日まで 

※詳細は、おらが湊鐵道応援団事務局まで  

    
4 月 1 日、新生湊線の開業式が那珂湊駅で開催されました。応援団員 40
名や那珂湊一高吹奏楽部など総勢 150名が市民鉄道の開業という歴史的
な日を祝いました。午前 7時 8分の上り列車に合わせて行われたテープカットに
立った佐藤応援団長は、「感無量です。今後も湊線の利用促進と湊線を活か
したまちづくりを目指し、市民の皆様は勿論、全国の皆様に鉄道を残してよかっ
たと言われるよう応援活動をしていきたい。」と力強く語りました。 
 和気あいあい、満席の車内 

 

駅 湊線輸送実績 2007.4月～2008.3 月末 

種     別 乗車人員 前年比(%) 

通勤定期 144,670 104.2 

通学定期 273,180 95.8 

定 期 外 287,599 103.3 

計 705,449 100.4 

 

 

 
 
◎期 日  ４月29日(火) 8時～15時  
◎主な開業記念イベント (駅イベント10時～)   
①一日フリー切符 (小学生以下：無料、大人：500円) 
②沿線スタンプラリー (湊線勝田駅・那珂湊駅・阿字ヶ浦駅) 
   抽選会：賞品プレゼント  12時～（那珂湊駅） 
③那珂湊の史跡・名称巡り (那珂湊駅9:10～、13:30～) 

 ④美味しい情報 （なくなり次第終了となります） 
  ◇那珂湊駅：鰹のタタキを無料サービス（１０：００～、１２：００～） 
 ◇那珂湊駅：どんどん焼き、湊コロッケ、エビの串焼き、 
さんまの甘露煮が 100円1枚で買えます。（１０：００～） 

  ◇阿字ヶ浦駅：磯汁･わたあめ無料サービス（１０：００～１４：００） 
・いちご（バインベリー）、干しいもが当たる抽選会。（１０：００～１４：００） 

⑤那珂湊駅前ステージ  フラダンス （１1：3０～１2：００） 
  ・みなと源太&winds、エレクトーン、バンド演奏等盛り沢山 

 ⑥那珂湊お魚市場や湊本町通り商店街で、乗車特別 
   お買物サービス(5％OFF)。 
⑦湊本町通り商店街  桜茶の接待、商店街お宝スタン 
プラリー。参加者にはわたあめ、ポップコーンサービス 

 ◎湊線みんなの絵募集  湊線の絵を募集するため、 
   当日、応援団ブースにてご案内します(画用紙配布)。 

湊線各駅の近隣自治会ボランティアの
皆様に、輪番で駅清掃をしていただくこ
とになりました。本当にありがとうござい
ます。(実施予定日:第 1 日曜日 8:30～9:00)  

駅 5月 6月 7月 

中 根 駅 相金自治会 

那珂湊駅 
湊中央･湊本
町･商店街 

釈迦町･幸
町･湊泉町 

田中町･小
川･龍之口町 

殿 山 駅 七丁目・和田 殿山・牛久保 七丁目・和田 

平 磯 駅 平磯・平磯清水町自治会 

磯 崎 駅 磯崎町自治会 

阿字ヶ浦駅 阿字ヶ浦自治会（予定） 

 

氷川きよしさんに団員
になっていただきました。  

3 月 15 日、「旅の香り」の
収録が行われました。写真
好きの応援団員の皆さんに
協力いただき無事終了。収
録後は、方言の話題に打解
けたり、記念写真も加わって
いただきました。そして、「湊線
が大好きになりました。是非
応援させてください。」というこ
とで、特別団員第1号になっ
ていただきました。 

 ひたちなか海浜鉄道社長の吉田です。 
 昨年度は、皆さんに湊線利用促進のためご尽力をいた
だきありがとうございました。当社もこれから精一杯がんばっ
て行きますので、変わらぬ応援よろしくお願いいたします。 
今後の湊線利用促進策は …  
①通学定期 
  通学定期の割引率は現在約５０％。これを思い切って、 
７０％強まで割引き年間定期券として販売して行きたい。 
２１年度以降、３年計画で３割の利用者増（輸送人員換
算で約８万人）の可能性があります。当然、増収効果もあ
り、来年度をにらみ実施していきたいと思います。 
②ビア列車などの貸切利用 
 当面、４～５回、ビール会社とタイアップで「ビア列車」を 
運行したい。これを契機に貸切列車を積極的に PR。 
③地元とのタイアップ強化 
 現在、協力いただいている鉄道利用者に対する割引等 
をウェブサイトなどを通じて積極的にアピール。ロックフェス、 
勝田全国マラソン、八朔祭、さらには偕楽園などでも、これ
を宣伝材料にして湊線をアピールしてまいります。 
  この他にも、ＪＲや旅行会社との提携による企画商品、
学生・団体の誘致、おさかな市場や海浜公園などへの鉄 
道による送客強化など、利用者増、まちの活性化、ひたち
なか市の知名度アップになりそうなアイデアはたくさんありま
す。これらと皆さんからいただいたアイデアを合わせ、効果の 
あるものから実施してゆきたいと思います。 
鉄道とまちの活性化をひたちなか海浜鉄道の課題と位

置づけております。市民の皆様のご利用と外部お客様の
ご利用を創造しながら、年間輸送人員 70 万人以上を
目指し努力してまいりますので宜しくお願いいたします。 
 

駅の清掃は私たちが協力します。 
 

ひたちなか海浜鉄道株式会社 
社 長   吉  田  千  秋  氏 

 

磯遊びは湊線で平磯・磯崎へ 
 干潮90分前からが○ 

 

中生代白亜紀層の磯 

 
  市  湊鉄道線に支援(予算) 199,521千円  
本市の重要な交通基盤である湊鉄道線を交通渋滞緩和や交通 
事故防止、CO2削減による地球環境保全の観点からも支援する。 
(内訳)出資金 90,000千円、貸付金 40,000千円、鉄道近 
代化等補助金 57,218千円、基金積立金 11,000千円 

氷川きよしさんと一緒に (中根駅から 3 分の踏切にて) 

未来への架橋、湊線が 4月 1日発進!! 

ケハ 601 を掃除する 
高校生ボランティア 3/27 

第100号　平成27年7月発行

第100号
勝田 阿字ケ浦

中　根
駅名

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

平磯･平磯清水町自治会
磯崎町自治会

七町目・牛久保町和田町・殿山町

湊中央
湊本町
商店街

神敷台
部田野小谷金
十三奉行

阿字ケ浦自治会

9月6日（日）8月2日（日）

那珂湊

殿　山
平　磯
磯　崎
阿字ケ浦各駅清掃は第1日曜日、 朝8：30～8：50。

中根駅は朝7:30～実施しています。

MMM2015 代表

おらが湊鐵道応援団 〒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＜発行＞

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

まちの魅力を今年も伝えたい

野菜と干物の朝市
■日時　8月2日（日）
　　　　 午前9時～11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

毎月第一日曜日に開催

※入場は無料です。

リレー
随 想

　応援団オリジナルの新しいポストカード32種類を8月上
旬から販売します。3版目となる今度のポストカードは、湊
線の旧型車を中心にした写真に加えて、人気の駅猫・おさむ、
ミニさむの5枚組セットと、湊線絵手紙応援隊のご協力によ
る湊線10駅の駅名標をスケッチした絵手紙のセットなどを用
意しました。販売は土日に応援団員が那珂湊駅にいる時は応
援団ブースで、平日は那珂湊駅窓口でおこないます。販売
価格は近く発表いたします。

■応募方法　ハガキに①～④の希望賞品名と住所・氏名・連絡先電話番号またはメ
　ールアドレスを記入の上、下記宛先までご応募ください。 ⑤の「100号記念賞」
　は応募者全員から抽選いたします。
■応募宛先　〒311-1222 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 応援団読者プレゼント係
■応募締切　平成27年8月31日 当日消印有効
■抽選・賞品発送　応募締切後、厳正な抽選の上、9月下旬頃発送します。 
　③と⑤については通知しますので、那珂湊駅窓口で賞品の交換をお願いします。

① 【ひたちなか海浜鉄道賞】
　アクアワールド大洗入場券（おとな）＋
　応援券＆硬券一日フリー切符各1枚×10本
② 【おらが湊鐵道応援団賞】
　新ポストカード 32枚組 フルセット×10本
③ 【応援団写真部賞】
　湊線ベストショット パネルプリント1点×5本
④ 【特別賞】
　ひたちなか産さつま芋（べにあずま・5kg）×3本
　※④は市外から応募の方に限ります。
⑤ 【100号記念賞】
　海浜鉄道特製クリアファイル1枚×20本

浅　野　　嶺 さん
　夏本番を迎え、湊線沿線ではたくさんのイベントが予定されています。中でも八朔祭りと那珂湊・ひたちなか
花火大会の開催時と、お盆の期間中は交通規制とともに周辺道路は大きな渋滞が予想されます。沿線イベント
へのお出かけは、確実な時間に到着できる湊線をご利用ください。

応援団報100号記念 
　　　　読者プレゼント！

夏の沿線はイベント盛りだくさん
　みなとメディアミュージアム（MMM）に参加
したのは2014年度のことで、期待と不安を感
じながら、湊線に揺られてやってきた那珂湊で
した。
　最初は友人らと作品を展示する作家兼、
MMM運営メンバーとして活動していました。
　四郎介稲荷神社さんの古い伝説を元にした
作品を作り、この街の歴史の深さを垣間見つつ那珂湊のまちにどっぷ
りとつかり、人 と々触れ、共に頑張っているうちに、いつの間にかこの
まちにすっかり魅了されていました。
　みなとメディアミュージアムは、小さなアートプロジェクトですが、こ
のまちの隠れたそんな魅力を掘り起こす大きな力があると思います。
　何かのご縁かもしれませんが、実は祖父母の家が水戸にあり、この
活動を始めてからは会う機会も増えました。祖父は絵手紙をしており、
祖父の絵手紙仲間の方も今年のMMMに作品を出品されます。人と
人とのつながりは意外なとこにあるもので、遠回り しつつも自分の好
きなまちへ貢献できているなと感じています。
　今年は那珂湊第一小学校で出前授業を行い、子どもたちと作品づ
くりを行ったりと、さらに那珂湊とのつながりを深める取り組みを行って
きました。MMM2015 が那珂湊をもっと素敵にすることを願って、「自
分のようにこのまちの魅力にやられてしまう人を出してやる！」くらいの
気持ちで、MMMメンバーのみんな、那珂湊のみなさまと頑張ってい
きたいです。

　今年で7回目の開催になる「みなとメディアミュージ
アム」（MMM）は、那珂湊駅構内や商店街の空き店舗を
会場にした現代アートプロジェクトです。　
　22組のアーティストが絵画や彫刻、版画、映像などを
さまざまな手法と感覚で表現します。何気ない街角の作
品が、ふだんは見過ごしてしまっているまちの魅力を伝
えてくれます。8月9日から30日までの期間中は、土
日を中心にワークショップやパフォーマンスも開催されま
す。また、大学生によるコミュニティカフェが駅前通り沿
いの古民家を利用して開店します。
　作品鑑賞は10時から18時まで。どの会場も入場無
料です。展示会場や作品情報は、MMM公式HPで更新
されるほか、8月上旬には詳しい小冊子が那珂湊駅など
で配布されます。
◎公式HP  http://minato-media-museum.com
主催　みなとメディアミュージアム実行委員会
共催　海浜鉄道・ひたちなか商工会議所・応援団・常
　　　磐大学・宝塚大学東京メディア芸術学部
後援　ひたちなか市・ひたちなか市教育委員会

　今年の年番は牛久保町。6日昼間は年番町お宮参りで一
行が那珂湊駅に立ち寄ります。7日は夕方から天満宮で例
大祭が執行されます。
　メインの8日・9日は8台の山車と、ささら・みろくが
出場。両日の昼間には各町の山車が那珂湊駅に立ち寄りま
す。山車が一堂に行列する8日の神幸祭は明神町出発、9
日の還御祭は和田町を、いずれも午後6時に出発します。
また、御神輿のお浜入り（那珂湊小型船漁港）は9日朝6
時からおこなわれます。

　7月26日の阿字ヶ浦海岸花火大会に続く、2つの花火
大会とも湊線では増車・増結して、お客様の輸送に対応し
ます。最寄駅は海上花火大会が那珂湊駅、ひたちなか祭り
花火大会が日工前駅または金上駅。いずれも午後7時より
開催、悪天候の場合の予備日は翌日です。
　応援団では海上花火大会で、当日発行の乗車証明書を
持参したお客様に会場で優先席をご用意します（先着約
100名様）。

「応援団報」が創刊100号を迎えました！

新ポストカードを8月から販売

祝・創刊100号達成

応援券＆硬券フリー切符
発売中！

夏バージョン

1,000円セット価格

お求めは那珂湊駅窓口で

【創刊号】（平成19年4月） 【海浜鉄道開業】（平成20年4月・第13号）【大震災で全線運休】（平成23年4月・第48号）
「乗って残そう湊線」を合言葉に、自治会や高
校生、各種団体が立ち上がり、湊線の存続と
利用促進へ向けて19年1月におらが湊鐵道
応援団が結成されました。4月には「応援団
報」を創刊、湊線を考えるシンポジウムや自治
会による駅の清掃開始を伝えました。

海浜鉄道設立によって、4月1日新生湊線が
誕生。開業式の那珂湊駅は人で溢れました。
また、新社長には公募で選ばれた吉田千秋氏
が就任、団報へは「年間輸送人員70万人以
上を目指す」と、控えめなメッセージを寄稿し
ました。

開業3周年、年間輸送人員80万人達成を目
前にして湊線も大きく被災しました。運休は約
4か月に及びましたが、湊線と町の復興に向
けて地域の「絆」が深まりました。列車の走ら
ない駅ではライブや野菜市が開かれ、湊線復
活への義援金募集も始まりました。

　平成19年4月から毎月発行を続けてきた、おらが
湊鐵道応援団の「応援団報」が、創刊以来8年3か
月の今月号で、第100号の節目を迎えることができ
ました。この間、廃線の危機、海浜鉄道の誕生、大
震災による長期間の運休、湊線開業100周年、52
年ぶりの新駅誕生など湊線を取り巻くさまざまな出来
事がありました。地域をはじめ多くの皆様によって海
浜鉄道と応援団が支えられてきたことを実感しており
ます。改めて厚くお礼申し上げます。今後も地域の足、
まちづくりの核として湊線を活かしていくよう取り組
んでいきたいと思います。　　（おらが湊鐵道応援団）

facebook、応援団HPをご覧の方も応募できます

各駅の清掃いつもありがとうございます

ハマギク花壇の整備
ありがとうございました（7/11）

MMM2015
みなとメディアミュージアム
8/9㈰～30日㈰

天満宮御祭礼（八朔まつり）
8/6㈭～9日㈰・メイン8日、9日

那珂湊海上花火大会8/11㈫
ひたちなか祭り花火大会8/22㈯

湊線沿線の「いま」がわかる!  応援団facebookページ 「いいね！」4,210名を達成しました! 
【応援団関係】
◇フェイスブック　http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
◇ツイッター　 http://twitter.com/keha601
◇応援団HP　 http://minatosen.com（湊線どっと混む）

【海浜鉄道関係】
◇ホームページ　http://www.hitachinaka-rail.co.jp
◇ツイッター　 http://twitter.com/minatoline

※「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。

夏の人気者が今年も
やって来た（7/18）


