応援団報創刊から満10年！ 今月号で120号を迎えました。

第120号

平成29年3月発行

第120号
勝田

阿字ケ浦

大漁桜が咲いた中根駅とキハ 205（3/18）

阿字ヶ浦駅〜海浜公園海浜ゲート 4月22日㈯〜5月14日㈰ 毎日運行

春の行楽は
湊 線 で！

ネモフィラ シャトルバス運行
無料

国営ひたち海浜公園の「ネモフィラハーモニー」が間もなく始まりま
す。海浜鉄道では4 月22 日㈯から5 月14 日㈰までの期間中毎日、阿
字ヶ浦駅から同公園海浜ゲートまで無料のシャトルバスを湊線の発着時
間に合わせて、午前 9 時から午後 5 時までの時間帯に運行（4/29〜
5/7 は午前 7 時半から）
します。
会期中は周辺道路は年間で最も大渋滞が予想されます。湊線利用が
一番早くて確実にネモフィラの咲く
「みはらしの丘」
に到着できます。入
園券付湊線一日フリー切符（大人 1,100 円、65 歳以上 1,000 円、中
学生 900 円、小学生 500 円）
を購入すれば、同公園で入園券購入の
列に並ぶことなく入場ができます。フリー切符は湊線各駅で乗り降りが
自由なので買い物などにも便利です。

■虎塚古墳壁画春季公開

国指定史跡の虎塚古墳壁画が 3/30 ㈭〜4/2 ㈰と、
4/6 ㈭〜4/9 ㈰に春季一般公開されます。公開時間は
9:00〜16:30（昼休みあり）同古墳へは中根駅から徒歩
約 25 分、中根駅からは期間中レンタサイクルが借りら
れます。古墳周辺の桜の花も見ごろになります。

応援団10周年に思う

駅前食堂から湊線を見続けて
駅前食堂「日の出屋」女将

最速！勝田駅から約50分で「みはらしの丘」

瀬 沼 愛 子 さん

応援団設立１０周年おめでとうござ

います。

終戦後、那珂湊駅前に暮らし始め、

40 年前に喫茶店、現在は食堂を営

みながら湊線を見続けてきました。
汽車が走っていた子供の頃は、線路

や貨車が遊び場。喫茶店を始めた
頃は街もにぎやかで、毎日たくさん

■自衛隊勝田駐屯地 桜まつり

陸 上 自 衛 隊 勝 田 駐 屯 地 の 一 般 公 開（桜 まつり）は、
4/8 ㈯・9 ㈰ 午前 9 時〜午後 4 時です。車での入場は
できないので、湊線金上駅または日工前駅利用が便利
です。敷地内は飲食自由。また施設内の売店、食堂も
利用できるそうです。

のお客さんが来てくれました。

平成 18 年、湊線廃線の話が出て、昔の賑やかさがなくなった那珂湊

駅では、仕方ないのかな、と思っていたら、応援団が結成されたのでいち
早く加入しました。廃線の危機を免れて海浜鉄道へ吉田社長が就任、湊
線が立ち直ったのは県や市のお力はもちろん、吉田社長の力が大きいと感

じます。

でも6 年前の大震災で湊線が大きな被害を受けたときは、さすがに「も

う駄目かな」と思いました。そのことを佐藤団長に話した時、団長が「絶
対にまた走るって！」と力強く私に返事したことが忘れられません。

駅員さんや応援団のみなさんの利用をはじめ、駅前食堂としてテレビや

新聞などで紹介されたこともあり、各地から鉄道ファンの方が店を訪ねてく

湊 線 通 学 の 楽 し み
那珂湊高校

2年

安

穂 奈 美

海洋高校

2年

れます。店内あちこちに貼られた鉄道写真を見て驚かれることもあります。
最近は古い車輌が引退して少し訪ねてくれる人が減ったのはちょっと寂しい

皆 川 紗 穂

私は毎日、湊線を使って通学し
湊線を利用してもうすぐ2 年で
ています。友達と一緒に乗る列車
す。毎朝、早起きして学校へ行く
はとても楽しく、たくさんの思い
のはとても辛いと思っていました。
出ができています。
ですが、湊線のおかげで毎朝起
そのほかにも湊線とたくさんの
きて通学するのがとても楽しみに
関わりがあります。
なりました。
私は「みなとちゃん応援隊」に
楽しみにしている一つが、湊線
入っています。みなとちゃん応援
の窓から見える景色です。季節が
隊は色々なイベントに出演し、湊
変わる毎に違う風景を見せてくれ
線のイベントにも出ています。
る湊線が私の楽しみです。
毎年５月に行われる周年祭や、10 月の「納豆列車」、
ゆっくりしたスピードに、のどかな景色。文字で伝える
12 月には駅前イルミネーション点灯式もあり、地元に のは難しいけど、将来はきっと素敵な思い出になると思っ
密着したイベントを多くしているので、活動していてもと ています。
ても楽しいです。イベントにたくさん出ることで色々な
まだまだ、湊線の魅力は沢山あると思います。みなさ
面で成長できたように思えます。
んも湊線の良いところを感じて、いろんな魅力を見つけ
私はまだ２年生なので、あと１年あります。自分にと てほしいです。ぜひ、湊線に乘って素敵な思い出にして
ても身近で地元密着でもある湊線に乗りながら残りの１ ください。
年間、たくさんの思い出を作っていきたいと思います。

ご入学・ご進学
おめでとうございます

年間通学定期券

湊線通学は
この1枚で！

120日分の運賃で
クレジット払い可能 みんなのカードポイントも
超割安！
1年間利用できます。 紛失しても再発行。 大量に貯まります。
好評発売中
野菜と干物の朝市
各駅の清掃・環境整備 ご苦労さまです
駅名

4月2日
（日） 5月7日
（日）

中 根

柳沢美田多･相金･三反田班

毎月第一日曜日に開催

■4月2日（日）
ホームへの
午前9時〜11時頃まで 入場は
■那珂湊駅1番線ホーム 無料です

【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。

おらが湊鐵道応援団

ことです。お客さんには、ちゃんと湊線のTV 登場情報やお得な湊線フリー
乗車券の紹介などをしています( 笑 )

目の前にありながら、なかなか乗れませんが記念グッズは必ず買ってい

ます。ますます元気になってきた湊線を見習って、私もいつまでも元気に
駅前食堂を続けながら応援していきたいと思っています。( 談 )

船 越 知 弘・湊 線 写 真 展

●●

おらが湊鉄道応援団 設立10周年記念

●●

応援団写真部のリーダーとして、2007 年から湊線の写真をほぼ毎日撮り
続けている船越知弘さんが、
「思い出列車・湊線」のテーマで、応援団設立
10 周年記念イベントの一つとして写真展を開催します。この 10 年間で大
きく変貌した湊線の姿をぜひご覧ください。入場は無料です。

会期
会場

5月8日㈪〜14日㈰
AM.10:00~PM.5:00（最終日3：00）
びゃっかぐら

那珂湊・百華蔵（那珂湊駅北側・徒歩4分）
ひたちなか市釈迦町23-1

TEL029-219-6201

5月14日㈰ 海浜鉄道9周年祭

● ● ●「みなと再発見フェス」
も同時開催 ● ● ●

「乗車証明書」
でおトク!

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」7,400名を達成しました!

＜発行＞

お店の宣伝になりますが、訪れた人たちが、日替わりランチや自慢のト

ンカツをFacebookなどで紹介していただくことが恥ずかしいけどうれしい

海浜鉄道の 9 周年祭が、5 月14 日㈰ 午前 10 時〜午後 3 時に那珂湊駅を
メイン会場に開催されることが決まりました。当日は那珂湊商店街で「み
なと再発見フェス」も開催されます。また、那珂湊駅で応援団設立 10 周
年記念式典として正午すぎから表彰式や音楽イベントも行う予定です。

高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
神敷台
湊本町
湊中央
那珂湊 部田野小谷金
■29 年度の駅清掃当番表を配布します
十三奉行
商店街
湊地区自治会の皆様にお世話になってい
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町
る各駅の
29 年度清掃当番表を近く配布し
平 磯
平磯･平磯清水町自治会
ます。来年度もよろしくお願いします。また、
磯 崎
磯崎町自治会
29 年度の那珂湊駅西側ハマギク花壇の整
阿字ケ浦
阿字ケ浦自治会
備は、5/13・7/8・10/14（各土曜日・
朝8：30（中根駅・高田の鉄橋駅は8：00） 8 時〜）に実施します。周辺自治会のご協
力をお願いします
から実施します。

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

ですね。

★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

