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湊線＆応援団
2016年

10大ニュース

車輌交替、延伸計画 湊線は新たなステージへ！

今年 1 年の湊線と応援団を振り返って、年末恒例の「10 大ニュース」
をまとめてみました。今年は大きなイベントがなかった反面、主力車輌の運行開始や
延伸計画の具体化など今後の湊線を展望する基盤整備が進みました。地域づくりの要の 1 つとして、湊線は新たなステージへ前進しました。

、若い力に期待！
5 新卒採用3名入社
4 月1 日、海浜鉄道に新卒採用で男性 3 名が一挙に入社しました。

キハ11型3輛が主力車輌として運行開始
1 JR
東海などから昨年購入したキハ 11 型 3 輌が、整備を終えて
1 月までにデビューしました。キハ 3710 型 3 輌とともに湊線の
主力車輌として活躍しています。一方で鉄道ファンに人気の旧国
鉄型気動車で営業運転を続けているのは、キハ 205 の 1 輌のみ
となりました。営業運転のもう1 輌は、ミキ 300-103 です。湊
線の歴史的車輌交替の年になりました。

駅務や工務で先輩社員の指導を受けながら元気に働いています。
多数の応募があった中から難関を突破した期待の新人です。海浜
鉄道ではこのほか、若い社員の運転士資格取得を推進するなど、
どの現場でも即応できる社員体制づくりに努めています。ただ、
女性社員は現在ゼロ。3 月末まで窓口にいた女性社員の契約切
れを惜しむ声も聞かれます。

1km、2018年度 認可申請へ
2 湊線延伸3.
終着駅サミット＆ローカル鉄道サミット開催
（手前）
と、 6
阿字ケ浦駅から国営ひたち海浜公園の西口付近までの約 3.1km 主力車輌として活躍を始めたキハ 11
の湊線延伸計画が具体化してきました。ひたちなか市は 17 年度 旧型車で最後の現役車輌となったキハ 205
【1 月撮影】
中に基本計画を策定し、18 年度に事業認可を国に申請、24 年 （後方）
度開業を目指します。延伸区間には新たに３駅を設置、事業費は
約 65 億円。国と県に三分の一ずつの補助を期待しています。廃
線の危機が叫ばれてから約 10 年、大震災も乗り越えての “ 変貌
ぶり”に全国から視線が集まっています。

・初日の出列車に400名が乗車
3 初詣
海浜鉄道と応援団の共同企画で、9 回目となる初詣・初日の出

列車の「急行あじがうら号」
と
「快速なかみなと号」
が今年も元日に
運行されました。2 本の列車に乗車したお客様は約 400 名。年々 夜明け前、あじがうら号からは大勢の乗客が降
この企画を楽しみにしている方が増え、お客様は増加を続けてい りました
（1 月1 日）
ます。3 輌運行のあじがうら号の満員の車内では団体・企業の協
力をいただいた特製の福袋も配られます。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します。今度の元日は 10
回目の開催です。日本列島で犬吠埼に次いで早い初日の出と温
かいおもてなしを堪能してください。

2004、筑豊へ新たな旅立ち
4 キハ
昨年 12 月に現役を引退したキハ旧型車 2004 が、九州福岡・

平成筑豊鉄道で動態保存されることになり10 月 13 日深夜、惜
しまれながら那珂湊を旅立ちました。昭和 41 年製造の同車は、
北海道留萌鉄道から44 年に那珂湊に移籍、今度は九州へと数奇
な車輌人生を送ることになりました。九州では同鉄道金田駅構内 九州へ旅立つ前日、九州のキハ 2004 号を守
で地元の保存会が整備します。12 月 3 日には地元でお披露目が る会･前田会長と吉田社長、佐藤団長が記念撮
ありました。
影（11 月12 日）

合格願って絵馬を奉納

1月23日 応援団設立 満10周年を迎えます

来年 1 月 23 日、おらが湊鐵道応援団が設立から満 10 周年の節
目を迎えます。当時湊線を経営していた茨城交通が廃線の意向を市
に伝えましたが、当然地元は反対。那珂湊地区の自治会、沿線の高
校関係者、商工会議所など42 団体が結束して「乗って残そう湊線」
を合言葉に19 年 1 月23 日に応援団が結成されました。
応援団では来年、結成 10 周年を記念したプチイベントや写真展
などを計画しています。廃線の危機を乗り越え、現在は湊線延伸の
夢が間近になった今、
「鉄道を活かした街づくり」
めざして活動を続け
ていきたいと思います。

「縁起のいいまち☆ひたちなか推進協議会」の主催による合格祈願絵馬奉納式が 12 月18
日、磯崎町の酒列磯前神社で行われました。市内 9 中学校のうち、8 つの中学校から受験
を控え3 年生の代表や先生達が参加し、勝田・佐和・那珂湊各駅で行われたクリスマスイ
ルミネーション点灯式で設置された大絵馬と、そこに掛けられた願い事が書かれた沢山の絵
馬を奉納し、合格祈願をおこないました。式の後は縁起のいいカツ
（勝）
ロールやトン汁（トン
トン拍子で合格）、合格まんじゅうを食べて、受験への気持ちを新たにしました。

冬バージョンの応援券と
硬券フリー切符を販売

今年一年、各駅の清掃ありがとうございました

28.12.1

来年 2 月末日まで、湊線応援企画の「湊線
応援券」
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
ています。価格は応援券 100 円とフリー切符
900 円のセット価格 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。

お 知ら せ
那珂湊駅
ホームで毎月第一日曜日
に実施している野菜と干
物の朝市は、1 月はお休
み致します。次回開催は
2 月5 日㈰になります。

運賃
改定

駅名

1月8日
（日） 2月5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

湊中央
湊本町
商店街

釈迦町
幸 町
湊泉町

殿 山

七町目・牛久保町 和田町・殿山町

平 磯

平磯･平磯清水町自治会

磯 崎

磯崎町自治会

阿字ケ浦自治会
阿字ケ浦
1月は第2日曜日、2月は第1日曜日の朝
8：30〜。
（中根駅は朝8：00〜）実施します。

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」6,750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

過去 3 回、北陸で開催された終着駅サミットがローカル鉄道サミッ
トを兼ねて 7 月30 日にホテルニュー白亜紀で開催され、280 名
の入場者がありました。延伸もテーマのひとつで、次回開催地で
来春の延伸が間近になった広島・可部線の地元代表が湊線にエー
ルを送りました。

7 南阿蘇鉄道へ復興支援の輪拡がる
4 月の熊本地震で大きな被害を受けた南阿蘇鉄道の復興を願っ
て、応援団と写真家による写真展を海浜鉄道 8 周年記念祭に合
わせて 5 月 14〜15 日に開催し、写真展入場者からの義援金約
6 万 2 千円を同鉄道に贈りました。また、海浜鉄道などローカル
鉄道 4 社の復興祈念切符も約 1000 セットが完売しました。

新ラッピング列車登場
8 黄色と黒は目立ちます、
湊線で 3 輌目のラッピング列車がキハ 11-7 を使って 3 月末に登

場しました。スポンサーはクリーニング会社。黄色と黒の大胆な
絵柄には当初、驚きの視線が…。今は慣れちゃいました。

野菜高騰も影響？
9 湊駅ホーム野菜市好評、
野菜高騰が続くためか、毎月第一日曜日に那珂湊駅ホームで開

催される野菜と干物の朝市が好評です。最近は、オープンとほぼ
同時に品切れになる品種も多くあります。とにかく格安です。

「いいね」6000名超え
10 facebook
2011 年 1 月に開設した応援団 facebook への「いいね」が、4

月 29 日に 5000 名の大台を越えました。その後も順調で、現
在は6750 名に達しています。ぜひご覧ください。

12/30・31限定「歳末パーク＆ライド」
海浜鉄道では 12 月 30 日㈮と31 日㈯の 2 日間限定で、おさかな市
場周辺の渋滞緩和のため、金上駅前に臨時の無料駐車場を設置し、おト
クなパーク＆ライドを実施します。毎年歳末の市場周辺道路は大渋滞が
発生します。歳末のお買い物は湊線利用がオススメです。
★駐車場 午前 8 時〜夕方 4 時まで開設。300 台程度利用可能
★料 金 1 枚で 5 名様まで利用可能な金上ー那珂湊間の特別往復切
符が 1 枚 1,000 円（普通運賃の場合おとな 1 人 520 円）。
金上駅と那珂湊駅でのみ発売
★その他 おさかな市場へは徒歩約 10 分。無料のキャリーカート貸出
しを那珂湊駅でしています
（台数に限りがあります）。
市場や商店街で特典がある乗車証明書を配布します。

元日
運行

5:30 急行「あじがうら」
初詣・初日の出列車 勝田発
勝田発 6:05 快速「なかみなと」

初日の出に合わせ、勇壮な和太鼓と笛の演奏があります。
（磯埼灯台脇）
あじがうら号では先着 300 名様に開運福袋進呈！
沿線神社ではHot なサービスがあります。

那珂湊駅・勝田駅湊線改札で前売り乗車券好評発売中（900円）
「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

