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芋の収穫のあとには麦が蒔かれました（11/13）

新年の第一歩は湊線で初詣・初日の出

第10回記念、開運福袋には「縁起のいい切符」も（先着300名）

海浜鉄道と応援団の共同企画で、恒例の初日の出･初詣列車の運行を2017 年元日㈰におこないます。廃線の危
機にあった湊線の利用客を少しでも増やそうと、海浜鉄道発足前の 2008 年に始まったこの企画は、今回で 10 回
となります。毎年楽しみに乗車されるお客様が増えており、今年の元日は2 本の列車で約 400 名のお客様の乗車が
ありました。、10 回記念として恒例の開運福袋には、
「縁起のいい切符」
も入りちょっぴり豪華です。初詣と初日の出
のビューポイントへは応援団員がご案内を致します。

急行あじがうら号

勝田 5:30 発ー阿字ケ浦 5:57 着（日工前は停まりません）
阿字ケ浦駅ー堀出神社ー酒列磯前神社ー磯埼灯台下（初日の出）
※3 輌編成で 1 輌は指定席 ( キハ 205 予定）
先着 300 名様に、縁起のいい切符、ホテルニュー白亜紀
無料入湯券、ほしいも、携帯カイロなど
「開運福袋」
をプレ
ゼント。各神社やホテルで甘酒などをサービス、磯埼灯台
下では
「和奏（わかな）」
による和太鼓演奏も予定。

快速なかみなと号

★前売り
「1日フリー乗車券」
を
12月1日㈫から発売★

各神社で御神酒などの Hot なサービスを用意しています。

正月三が日のうち一日に限り有効の「1 日フリー乗車
初日の出の時刻は
券」
を那珂湊駅と勝田駅湊線改札で 12 月1 日㈭から1
午前 6 時 48 分。
月 3 日㈫まで販売します。
（ひたちなか商工会議所本所
日本列島では犬吠
･支所は 12/5〜26に販売）価格は大人 900 円、子ど
埼に次いで早い日
も 450 円。購入の方には
「地方民鉄旅ガイド」
をプレゼ
の出が見られます。
ント
（先着順）
します。
※あじがうら号・なかみなと号とも通常の乗車券・定 大勢のお客様が降りた阿字ヶ浦駅
【主催】ひたちなか海浜鉄道株式会社・おらが湊鐵道応援団
期券でも乗車できます。
また、あじがうら号 3 輌編成のうち 1 輛の指定席券 【協力団体】酒列磯前神社･堀出神社･橿原神宮･天満宮･
四郎介稲荷･茨城中央ほしいも協同組合･ホテル
の電話予約を、那珂湊駅で 4 日㈰ 13 時から受け付け
ます
（先着 50 名・420 円、☎029-262-2361）
。
ニュー白亜紀･ひたちなか商工会議所

各駅の清掃・環境整備ありがとうございます

▲写真上 11 月 17
日、三 反 田 小 学 校 5・
6 年 生 60 名 が 中 根
駅 花 壇 へ パ ンジ ー・
ビオラを植えました。
▶写 真 右 13 日、湊
中学区地域を住みよ
くする会の皆さんが
那珂湊駅ホームのプ
ランターへパンジー
を植えました。
12月4日
（日） 1月8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
神敷台
部田野小谷金
十三奉行

ひたちなか商工会議所 会頭

鈴 木 誉 志男 さん

「私の元旦は勝田駅発 5 時 30 分の初詣列車に

乗り、阿字ヶ浦駅から堀出神社、酒列磯前神社に

参詣して、眼下の太平洋を望み美しい初日に手を
合わせました。
」この言葉をひたちなか市賀詞交歓

会の冒頭挨拶の決まり文句として6 年間続けてい

る。

初詣列車の参加は、平成 20 年当時の海野肇会

頭と佐藤団長からの呼び掛けにお供として加わった

のが始まり。印象に残っているのは、平成 21 年の初詣列車。当時は2 年

目で空席も目立ち、乗車率 8 割の 2 輌編成。その中で黒いオーバーを着

て大きなヤカンと酒器を持った２人連れ。それは就任したばかりの吉田千

秋社長と優子夫人。１人１人の乗客にお礼を込めて初酒を手馴れぬ初々し

さで振る舞っていた。平成 21 年吉田社長は社長就任と同時に求婚して優
たものだった。

夫婦の振舞い酒は、初詣客の増加で車内が込み始めたことと神社の行

き届いたサービス向上で、残念ながら二人の姿はなくなった。

そのサービス精神は、今も地元ボランティアの皆さんによって引き継が

れ、阿字ヶ浦駅では、黒沢一さん等観光協会の出迎えを受け、堀出神社

( 別名ほしいも神社 )で甘酒や豚汁を頂き、酒列磯前神社でお神酒を頂き、

ホテルニュー白亜紀で和太鼓 ( 演奏 : 和奏 ) の歓迎を受け、太平洋を望む
磯埼灯台から初日に手を合わせ、常連の人々と恒例の挨拶を交わす。多

くのボランティアの協力により毎年のように乗客が増えて嬉しい限りだ。

28年度
上半期

前年下回るも過去2番目の実績

平成２８年度上期（４月〜９月）の営業成績が確定しました。輸送人員は５０
万４５０６人で、昨年比９５.３％、２万４８２５人の減少となりました。旅客運
輸収入は１億１８２万１１７０円で、昨年比９３.６％、ほぼ７００万円の減収と、
いずれも昨年を下回る結果となりました。
通勤通学のご利用については安定傾向にあるものの、国営ひたち海浜公
園のネモフィラが例年になく早咲きとなり、最盛期であるゴールデンウイー
クにはピークが過ぎていたこと、夏から秋にかけての行楽シーズンにおいて
週末がことごとく悪天候であったことなどで、主に観光のお客さまの動きが
鈍かったことが、震災翌年を除いて初めて前年成績を下回った最大要因と
■金上駅パーク＆ライド
なっています。
12 月 30・31 日は那珂湊
とはいえ、この成績は昨年に次ぐ、ひたちなか海浜鉄道開業以来２番目の
地区の大渋滞を避けて、金上
成績であり、相変わらずご利用のお客さまから強いご支持をいただいている
駅からパーク＆ライドをご利
ものと考えております。
用ください。運賃は 5 名まで
１０月に入り、観光のお客さまも昨年並みに回復しております。また、あ
乗車でき、那珂湊駅まで往復
んこう祭りや沿線高校文化祭などの新規需要の獲得も進みました。今後は、
1000 円です。
こうした情勢を精査し、営業体制を見直しながら、開業１０年目となる次年度
の単年度黒字を目標にさらに努力を続けてまいります。大きな目標達成のた
の
＆
め、皆さまのより一層のご支援をお願いいたします。
12 月 1 日
（木）
から来年 2 月末日まで、湊線応援企画の「湊線応援券」
（ひたちなか海浜鉄道社長 吉田千秋）
と
「特製硬券 1 日フリー切符」の冬バージョンを那珂湊駅と勝田駅湊線窓
口で販売します。価格は応援券 100 円とフリー切符 900 円のセット価
応援団オリジナル
格 1,000 円です。
冬バージョンのフリー切符は特大の「D 型倍寸硬券」で、旧型車の 4 連
走行のイラストが入っています。また、応援券は雪降る田園を行く夜汽車
が描かれています。
四季毎に発行される応援券 4 種類を揃え、那珂湊駅窓口に呈示された
方にはプレゼントを差し上げます。

■駅前イルミネーション点灯式
年末年始恒例の駅前イルミネーション
の点灯式が那珂湊駅前で 12 月 2 日㈮
午後 5 時からおこなわれます。点灯式
では地元保育園児によるクリスマスソン
グの合唱などがあります。
点灯は 1 月 9 日までの午後 4 時半か
ら午前 0 時まで。佐和駅は 12 月 1 日、
勝田駅は5 日から点灯します。
また、イルミネーショ
ンの写真をカメラやスマ
ホで 撮 影して、提 携 店
で買い物や飲食の際に
見 せると、優 待 サ ービ
スが受けられます。

冬 硬券フリー切符 応援券を発売します

駅名

那珂湊

おもてなしは 社長夫婦の
振る舞い酒から

子夫人をゲットした新婚時代。夫唱婦随の美しき夫婦像に乗客もうっとりし

勝田 6:05 発ー那珂湊 6:21 着（阿字ケ浦行き）
那珂湊駅ー湊公園（初日の出）ー天満宮ー橿原神宮ー四郎介稲荷
※快速なかみなと号は那珂湊方面の初日の出・初詣企画です。

磯埼灯台下から見た今年の初日の出

リレー
随 想

阿字ケ浦

湊中央
湊本町
商店街

殿 山

和田町・殿山町 七町目・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

ポストカード
好評販売中

28.12.1

見本

運賃
改定

朝8：30（中根駅・高田の鉄橋駅は8：00）から実施
します。新年は第2日曜日（8日）
におこないます。

野菜と干物の朝市
毎月第一日曜日に開催

■12月4日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

への
ホーム
料です
入場は無

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」6,660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

駅猫セットなど 5枚組
……350円
絵手紙セット 12枚組
……800円 湊線10駅の駅名標を描いたポストカードはいかがでしょう。

「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

