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海浜鉄道開業9周年記念祭

「 夢の実 現 」へ向けて

〜快適で安心な運行を第一に〜

楽しいイベント盛りだくさん 商店街では「第3回 みなと再発見フェス」
５月 日限定 割引１日フリー切符
スタンプラリーの台紙を兼ねています

那珂湊駅

阿字ケ浦駅前

【ステージイベント】
司会 久野 知美
・9:45〜オープニングトーク
・9:50〜群馬県みどり市八木節演奏
＆ぐんまちゃん、わ鐵のわっしー
のキャラクターショー
・10:30〜開会式
・11:10〜平磯保育園児の太鼓演奏
・11:40〜イバライガーステージショー
・12:10〜応援団設立10周年記念式典
・13:10〜ひたちなか親善大使PR
・13:35〜イバライガー握手会
・14:15〜南田裕介氏トークショー
【参加･体験･展示･見学】
・親子車庫見学体験（当日受付）
・鉄道模型展示(販売、有料運転）
【出店・PR】
・海浜鉄道、銚子電鉄、真岡鐵道
・那珂湊高校（缶詰販売）
・みどり市市民交流の会
・イバライガーグッズ
・イムスeサポート
・シアターキューブリック など
【食べ物】
・多幸めし、さんまの甘露煮
・カツサンド、ちちんぷりんぷりん
・ほっしぃ〜も、イチゴダッペ
・ひじきおこわ、手づくり商品
・ビール＆飲料水など販売
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ひたちなか海浜鉄道 管理部長
を定年退職いたしました。
平成 26 年から企画部で仕事をしていた縁
もあり、この４月から市の再任用職員として
企画部企画調整課から、ひたちなか海浜鉄
道に「派遣」され再就職いたしました。
在籍していた企画部では、湊線の支援や

平磯海岸特設会場

コミュニティバスの運行など公共交通対策や

・地元食材の無料配布

拡充は重要な政策課題と位置づけておりま

金上駅

したので、私も市役所への通勤には定期券を購入して湊線を利用していま

・芋レーヌ販売（グレートリーフ）
・無料駐車場（約300台）

した。
列車は決められた時刻に到着し、時刻通りに発車します。１年 365日、

その他

当たり前のように繰り返し運行していますが、これも毎日の車両点検や信

・旧型車輌（キハ205運行）
・沿線スタンプラリー
（金上、那珂湊、平磯、阿字ケ浦）
抽選会13:00〜15:30那珂湊駅
・湊線1日フリー切符 割引販売
当日限り有効 勝田、那珂湊、
平磯、阿字ケ浦駅で販売
大人800円 小人400円
※フリー切符の裏面がスタン
プ台紙です。
・9周年チラシ持参で小学生以下の
お子様にクリアファイルプレゼント
・海浜鉄道新商品、各駅硬券、
鉄道部品、記念乗車券販売など

おらが湊鐵道応援団 設立10周年記念

●●

5月8日㈪〜14日㈰
会場 那珂湊本町通り
AM.10:00~PM.5:00（最終日3：00）
10:00~15:00（歩行者天国） ※13日 14:00~15:30には音楽部みなと源太

号などの保安設備の点検などをしっかり行うとともに、利用者拡大への取
り組み、万が一の事態を想定した教育研修や利用者への適切な対応など、
湊線を利用される方が快適で安心して移動できるよう、社員一人ひとりが
責任と自覚をもって業務に従事することが大切であると強く感じています。
また湊線は、おらが湊鐵道応援団をはじめ自治会や地域の皆さんの様々
な利用促進活動をはじめ、駅周辺の清掃活動や花壇の整備など、湊線を
気持ちよく利用いただくための取り組みが大きな支えとなっており、深く感
謝しています。
ひたちなか海浜鉄道は、今後もご利用になるお客様の快適で安心な運
行を第一に、そして延伸という「夢の実現」へと全力で走り続けてまいり

びゃっかぐら

那珂湊・百華蔵（那珂湊駅北側・徒歩4分）

応援団設立10周年記念式典

5月14日㈰ 12:10〜 那珂湊駅ホーム 記念祭ステージ
※音楽部演奏、自治会・功労者への感謝状贈呈など

応援団オリジナルTシャツ販売中

応援団では那珂湊駅応援団ブースで土日
祝日限定で、応援団オリジナルTシャツを販
売しています。惜しまれながら引退した旧型
車輌キハ222のカラーを味わいのある手書
き文字でデザインしました。
S・M・L・XL各サイズ1枚2,000円です。5
月8日からは写真展会場でも販売します。ぜ
ひお買い求めください。

各駅の清掃・環境整備 ご苦労さまです
駅名

5月7日
（日） 6月4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
湊本町
釈迦町
湊中央
幸 町
那珂湊
商店街
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

阿字ケ浦自治会

■絵手紙列車を今年も運行

全国の愛好者から集めた絵
手紙を列車内に展示する、湊
線絵手紙応援隊（山口浩子代
表）の 第 5 回 絵 手 紙 列 車 が、
5 月下旬から8 月いっぱい運
行されます。運 行 終 了 後 の
10 月 18 日 から 23 日 ま で
は、勝田駅東口コミュニティ
ギャラリーでも展示します。

■中根駅を桜の名所に！

中根駅のホームや土手に海浜鉄道
開 業 時 に植 えた「大 漁 桜」が、10
年目を迎えた今年は見事でした。応
援団では中根駅を桜の名所にしよう
と、4 月 2 日に三反田支部の協力を
得て大漁桜と「神代曙」の苗木 4 本
を新たに植栽しました。

毎月第一日曜日に開催

29 年度第 1 回目の那珂湊駅西側ハマギ
ク花壇の整備を5 月13 日㈯ 朝 8 時からお
こないます。周辺自治会の皆様のご協力を
お願いします。
⬅昨年 5 月の花壇整備のようす

【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。

＜発行＞

おらが湊鐵道応援団

運行

国営ひたち海浜公園の「ネモフィラハーモニー」が始まりました。海浜鉄道
では 5 月 14 日㈰までの毎日、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）
しています。
阿 字ヶ浦 駅 から 約 10 分 で 海 浜 ゲ ート 到 着、ここから 徒 歩 約 9 分（約
700m）でネモフィラ咲く
「みはらしの丘」
に着きます。シャトルバスは乗客数
に応じて増発されます。
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。地元の方は空いている平日がオススメです。

野菜と干物の朝市

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」7,670名を達成しました!

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

無料

ネモフィラ シャトルバス 毎日
5月14日㈰まで

シャトルバス運行初日
（4/22）朝の阿字ヶ浦駅

■5 月 13 日㈯ ハマギク花壇整備

朝8：30（中根駅7：30〜、 高田の鉄橋駅
は8：00）
から実施します。

ますので、変わらぬご支援とご協力をお願いいたします。

★勝田駅〜約50分・那珂湊駅〜約35分で「みはらしの丘」に到着
★阿字ヶ浦駅〜海浜公園海浜ゲート 地元の方は平日がオススメ！

さんらのミニコンサートも開催します。

会場

茂 さん

今年の３月末日をもってひたちなか市役所

・ミニSL乗車体験
・ジオラマ展示（Nゲージ）
・地元食材の無料配布
・お好み焼、那珂湊焼きそば販売
・無料駐車場（30台）
・キハ222車内公開
・おらが湊鐵道応援団音楽部演奏

船越知弘写真展「思い出列車・湊線」

【おもな開催イベント】
・那珂湊焼きそば選手権
（出張！ごじゃっぺ音楽祭）
・音楽ステージ
・園児の太鼓演奏、キッズダンス
・猿まわし、重機展示、フリーマーケット
・飲食店、雑貨店の出店 など

中 山

「乗車証明書」
でおトク!

■5月7日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

※ホームへの入場は無料です。

★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

