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阿字ケ浦

芋の苗植え作業の脇を走る
（平磯ー磯崎・6/11）

7/30㈯
開催

湊線でビア列車！

第4回 終着駅サミット ＆
第3回 ローカル鉄道サミット

今年夏も海浜鉄道では好評の貸切ビ
ア列車の運行をします。湊線全線を 1
往復する間に生ビール、冷酒、ソフトド
と き 7月30日㈯ 13：40〜15：40（入場12：40） リンクなどが飲み放題。飲み物やつま
み類の持ち込みも可能です。勝田駅発
ところ ホテルニュー白亜紀（ひたちなか市磯崎町） 入場無料
プラン
（18:29〜19:45）
と、那珂湊駅
発プラン
（17:59〜19:32）
があります。
【登壇予定者】
料 金 は 25 名まで 税 込 54,000 円（追
・本間源基ひたちなか市長
加 1 名毎に2,160 円）。
・吉田千秋ひたちなか海浜鉄道社長
6 月22 日現在、7/27 ㈬・8/3 ㈪・
・向谷 実（音楽プロデューサー）
4 ㈫・5 ㈬・17 ㈪・18 ㈫・19 ㈬・
・山田和昭（若桜鉄道社長）
31 ㈪に空きがあります。職場や各種団
・磯野省吾（岡山電気軌道•和歌山電鐵専務）
体でのご利用をお待ちしています。
・中山 大（京都大学大学院工学研究科教授）
申 し 込 み･問 い 合 せ は 那 珂 湊 駅
司会 久野知美（ホリプロ所属）
阿字ヶ浦駅（5/3）
（029-262-2361）
へ。

100万人、2億円まであと少し

海浜鉄道が 6 月1 日に公表した平成 27 年度（27 年 4 月〜28 年
3 月）決算によると、年間輸送人員は約 98 万 7500 人（対前年比
5.1％増）、旅客収入は約 1 億 9990 万円（同 4.4％増）で、100
万人・2 億円の大台まであと少しのところまできました。
また、最終的な単年度赤字額は約 303 万円まで圧縮し、ほぼ収
支均衡の経営が続きました。これで東日本大震災の影響で大きく落
ち込んだ 23 年度から4 年連続で、輸送人員、旅客収入とも伸び
ました。海浜鉄道が開業した 20 年度と比較すると、輸送人員で
30.8％、旅客収入では12.7％伸びたことになります。
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平成 28 年度のおらが湊鐵道応援団の通常
総会が 6 月3 日に開催されました。総会には那
珂湊地区の自治会長や関係団体代表者、来賓
として本間市長、鈴木商工会議所会頭、吉田
社長らが出席しました。今年度は湊線延伸と新
たな利用促進を目差した活動の研究などを重
点に、約 75 万 3 千円の予算が承認されました。

会

場

表町七夕祭り

勝田駅東口表町付近

7/16（土）〜8/21（日） 海水浴場開設

阿字ケ浦･平磯海水浴場・姥の懐マリンプール

7/16（土）〜8/20（土）の土曜日 阿字ケ浦ランタンナイト

阿字ケ浦海岸

7/16
（土）

ドゥナイトマーケット

那珂湊地区商店街

7/24
（日）

みなとフェスタ2016

那珂湊本町通り商店街

7/30
（土）

第4回終着駅サミット＆第3回ローカル鉄道サミット ホテルニュー白亜紀

7/30
（土）

ひたちなかドリンクラリー

勝田駅東口一帯

7/31
（日）
※予備日8/1

第21回 阿字ケ浦海岸花火大会

阿字ケ浦海岸

8/5
（金）
・6
（土）
・7
（日） 平磯三社祭

平磯地区

8/6（土）
・7（日）
・13（土）
・14（日）ROCK IN JAPAN FES 2016

国営ひたち海浜公園

8/7
（日）
〜28
（日）

みなとメディアミュージアム

湊線と沿線、商店街

8/11
（木）

TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2016 国営ひたち海浜公園

8/11
（火）
※予備日12日 第29回 那珂湊海上花火大会

那珂湊漁港

8/20
（土）

那珂湊地区商店街

ドゥナイトマーケット

各駅の清掃・環境整備
いつもありがとうございます

私は中根に生まれ育ち、中根駅近くには実家の

田んぼがあり、小学校時代には春の遠足で湊線

また、３月までの４年間、市企画調整課に在籍し、湊線、コミュニティ

バスをはじめとする公共交通を担当していました。この度、縁あって那珂
湊駅で働くことになり、光栄かつ責任の重さを感じているところです。

湊線は平成２０年４月に第３セクターの市民鉄道としてスタートしてから、

鉄道・行政・市民が一体となって取り組み、震災での甚大な被害を乗り
越えて、今では年間輸送人員が１００万人に手が届くところまできていま

１００年以上の歴史がある湊線。これからも地域の皆様に愛され、さら

に前を向いて走り続けていけるよう、微力ながら貢献していきたいと考え

ております。応援団や地域の皆様には、引き続き湊線に対するご理解と

ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

海浜鉄道の “ 夢 ” 実現にがんばる
ひたちなか海浜鉄道 業務課

野 村

徹 さん

私は物心ついた頃から鉄道が好きで、ずっと鉄

道業界で働くことを夢見ておりました。そして、母

入社から2 か月が経ち、ネモフィラシャトルや 8

周年記念祭など大きなイベントに関わって一段落

し、少しずつですが業務課としての仕事に励んでおります。

今の仕事内容は、
「現業の方たちが仕事をしやすくする役割」というべ

ケーションが非常に大切になってきます。入社するまで、てっきり現場に

出るものだとばかり予想していたため、
「なぜ自分はこの役割なのだろうか」

と考えていました。今になって「なるほど、確かにおしゃべりの好きな自

分に合っているのかもしれない」
と感じております( 笑 )。おかげさまで、あっ

6 月 5 日、中根駅で応援団三反田支部
のみなさんが、サルビアやマリーゴール
ドなど2tトラック2 台で約 1000 株の花
苗を植えてくれました。中根駅はいま宝
石箱のように色とりどりの花であふれてい
ます。皆さんありがとうございました。
駅名

7月3日
（日） 8月7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
那珂湊

〜28
（日） ドッグプール
8/22
（月）

姥の懐マリンプール

8/27
（土）
・28
（日）

磯崎夏祭り

磯崎地区

殿 山
平 磯

平磯･平磯清水町自治会

9/10
（土）
・11
（日）

BIG WAVE 2016

国営ひたち海浜公園周辺

磯 崎

磯崎町自治会

阿字ケ浦

阿字ケ浦自治会

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」5,555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。

＜発行＞

賜り厚くお礼申し上げます。

きでしょうか。普段は駅にいるのですが、当然現業の皆さんとのコミュニ

勝田駅前周辺

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

の利用促進並びに環境美化等に格別のご協力を

日々を過ごしております。

8/21
（日）

湊公園

より、応援団をはじめ沿線地域の皆様には、湊線

のどちらも叶ってしまった幸せを噛みしめながら

運賃
改定

神敷台
小川
部田野小谷金
龍之口町
十三奉行
七町目・牛久保町 和田町・殿山町

湊公園ライトアップ 2016

ちなか海浜鉄道に勤務することになりました。日頃

ところに、と考えていたところでしたので、今はそ

見本

陸上自衛隊勝田駐屯地

9/17
（土）

この４月より、ひたちなか市から派遣され、ひた

がひとりになったため、できれば地元茨城に近い

8/20
（土）
※予備日21日 第22回 ひたちなか祭り花火大会
第22回 ひたちなか祭り 本祭り

西 野 浩 文 さん

浦駅からひたちなか地区方面までの延伸も検討されております。

8 月 31 日まで「湊線応援券」
と
「特製硬券 1
日フリー切符」をセットにした夏バージョンを、
那珂湊駅と勝田駅湊線窓口で販売しています。
四季の応援券は今回から4 回目のリニューアル
をしました。硬券は
「C 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。

夏季の周辺道路は渋滞が続
きます。お出かけは湊線で！

ト

ひたちなか海浜鉄道 管理部長

す。平成２６年１０月には、新駅「高田の鉄橋駅」が開業し、現在は、阿字ヶ

応援券をリニューアル
夏バージョン発売中

地 域に愛され走り続ける湊 線

を利用して潮干狩りに行った思い出があります。

28年度応援団総会を開催

海浜鉄道 27年度決算

前号に引き続き、海浜鉄道に4 月から出向と入社をしたお二人の “ 新
人 ”に寄稿していただきました。

おらが湊鐵道応援団

という間に皆さんの顔と名前を覚えることができ、明るく仕事ができてお

ります。

自分の夢が叶った今、次はひたちなか海浜鉄道にとっての「夢」を実

現できるように、乗り越えなければならないことはたくさんあるかとは思い

ますが、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

（日）
野菜と干物の朝市 ■7月3日
午前9時〜11時頃まで

毎月第一日曜日に開催

「乗車証明書」でおトク!

■那珂湊駅1番線ホーム

★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

