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10年間の湊線応援ありがとうございます 応援団設立10周年記念事業開催
感謝状贈呈・写真展・ミニコンサート

5 月14 日、ひたちなか海浜鉄道開業 9 周年記念祭に併せて、応援団設立 10 周年記念 3 事業が開催さ
れました。
平成 19 年 1 月 23 日に設立された応援団が 10 年を迎え、那珂湊駅で地元自治会の皆さんや応援活動
に協力を頂いた皆さんを招き、応援団と海浜鉄道連名で感謝状を60 団体・個人に贈りました。
団体・企業を代表して謝辞を述べた鈴木誉志男ひたちなか商工会議所会頭は、応援活動に感謝を述べ、
更なる延伸に向けて邁進して行こうと激励。自治会代表して柴田磐郎さん（七町目自治会長）
は、応援団を
結成した当時、誰がこんなに賑やかな湊線を想像できたでしょう。と感慨深く話すと同時に、今後も地域
を上げて盛り上げて行こうと述べました。
次は応援団写真展。湊線撮影 10 年を迎えた船越知弘写真展「思い出列車・湊線」(5/8 〜 5/14) が那
珂湊駅近く百華蔵で開催されました。数十万ショットから選んだ 46 点の写真を 2mx1.4m のタペストリー
や B1・B2 サイズのパネルで展示。湊線沿線や那珂湊地域の皆さんをはじめ、全国各地の鉄道写真愛好
家など期間中 750 名の方々が来場されました。写真家の素晴らしい感性と表現力、目を見張る展示法で
湊線の素晴らしさを再発見頂いたと思います。
更に、13 日㈯と14 日㈰には百華蔵と駅で湊線のイメージソング
「季節の風」
や待合室ライブを10 年間
続けて来たみなと源太さん & 香月子さん (cajon) のミニコンサートも開催され、10 年間を目で耳で振り
返る事が出来た素晴らしい応援団周年事業となりました。
10 年間の皆さんのご協力に感謝するとともに、これからも湊線の応援よろしくお願いいたします。

1600人が来場、海浜鉄道9周年祭
5月14日に那珂湊駅を中心に開かれた海浜鉄道9周年祭には、 約
1600人が湊線各駅に繰り出し終日賑わいました。那珂湊駅では群馬県み
どり市の一行が八木節を披露、イバライガーなどキャラクターショーも子
どもたちに人気でした。記念販売では湊線の駅名標をデザインした各駅の
記念切符を買い求める人で長い列ができたほか、親子車庫見学体験への
申し込みも続きました。
また、本町通り商店街ではコラボイベントの「みなと再発見フェス」も開
催され、こちらも多数の人々で盛況でした。

写真展会場で催
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感謝状贈呈後、受
賞者の皆さんで記
念写真。笑顔があ
ふれ、ほのぼのした
式典ができました

ネモフィラ フィーバー 海浜公園に58万3千人！

那珂湊駅ホーム改良工事始まる

シャトルバスを2万2千人が利用
那珂湊駅で乗車証明書の発行 3千8百枚
4/29〜5/7 GW期間中のお客様

お天 気に恵ま
れ た 今 年 の GW
期 間 中（4/29〜
5/7）の国営ひた
ち海 浜 公 園 へ の
入園者は58 万 3
5 月22 日から那珂湊駅のホーム改良工事が始ま
千 人と過 去 最 高 りました。工期は 12 月 28 日までの予定です。改
でした。1 日の最多入園者は 5/4 の 100,138 人でこちらも 良工事は車イスなどでも下りホームにスムースに渡
過去最高でした。
れるバリアフリー化とともに点字ブロック埋め込み
同期間の湊線阿字ヶ浦駅から海浜公園へのネモフィラシャト 工事などです。工事期間中はご不便をお掛けしま
ルバスの利用者は 21,441 人と過去最高となり、3 輌運行の すが、ご協力をお願いします。完成後は親しまれて
列車が連日満員、シャトルバスも増発してピストン輸送が続き きた下りホームの石畳のスロープなども大きく変貌
ました。5/4 はシャトルバス利用者が 2,400 人を数えました。 することになりそうです。
また、同期間に那珂湊駅で降車した行楽客に応援団員が手
応援団オリジナル
応援団オリジナル
渡した
「乗車証明書」
は3,775 枚に達し、5/3と5/4 のピーク
日には1 日あたり800 枚前後の証明書を発行しました。
一方、周辺道路は予想を大きく上回る混雑ぶり。湊線利用
5 枚組み 1 セット 350 円
の一層の拡大と、抜本的な渋滞対策が急がれます。

駅猫ポストカード増刷しました！

各駅の清掃・環境整備 ご苦労さまです
駅名

6月4日
（日） 7月2日
（日）

中 根

柳沢美田多･相金･三反田班

■雨中の除草作業
ありがとうございました

高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
釈迦町
小川
幸 町
那珂湊
龍之口町
湊泉町
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

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

野菜と干物の朝市
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が
5 月 13 日朝、周辺自治会の
皆様のご協力で実施されまし
た。当日はあいにくの雨でし
たが、前日から下草刈りをし
てくれた方もあり、順調に作
業が進みました。

■6月4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。

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!

【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

海浜鉄道28年度決算

天候不順で前年に及ばず 29年度は順調な滑り出し

平成２８年度
（28.4〜29.3）
の海浜鉄道の決算が確定しましたので、ご報
告いたします。
輸送人員は、通勤定期のお客さまが対前年比１０４.1％、通学定期のお客
さまが９９.9％と堅調に推移いたしました。が、定期外のお客さまについては、
国営ひたち海浜公園でのネモフィラの早咲きにより、最大の需要期であるゴー
ルデンウイークのご利用が低調であったこと、また、夏以降の天候不順で秋
季の観光需要も伸び悩んだことなどから前年比９２.0％と大きく落ち込み、
年間総輸送人員は約 96 万人と過去最高を記録した平成２７年度に比べ約２万
８千人落ち込む結果となりました。
このため、運輸収入についても１億９,１３０万円と平成２７年度に比べ８００
万円ほどの減収となりました。
この結果、経費節減に努めたものの最終収支は平成２７年度を７００万円ほ
ど上回る約１千万円の赤字となりました。
今年度は、これら結果に対する反省を踏まえ、観光需要対策、経費節減を
さらに推し進め、開業以来初の年間輸送人員１００万人突破、単年度黒字を
めざし、鋭意努力を続けております。
幸い、定期利用のお客さま若干の減少が懸念されるものの、本年は天候に
も恵まれゴールデンウイーク前後のネモフィラシャトルバスの利用者が史上最
高を記録するなど順調な滑り出しとなっております。今後は、この勢いを持続
し、より多くのお客さまにお越しいただくことで営業基盤を強化するとともに、
沿線へのさらなる経済効果波及を進めてまいります。
どうか、目標達成に向け、今以上のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
( ひたちなか海浜鉄道 社長 吉田千秋）

「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

