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除草作業が終わりハマギクが見頃を迎えました（10/14）

ご存知ですか⁉「自治会割引回数券」
市内自治会加入者は9枚分の運賃で11回乗車できます

湊線がおトクに乗車できる「自治会割引回数券」をご存知でしょうか？ 通常、
11 枚綴りで 10 枚分の運賃で発売している回数券を、さらに1 枚おトクな 9
枚分の運賃で、市内自治会加入世帯は購入することができます。たとえば勝田ー
那珂湊間なら通常 3,500 円のところ3,150 円になるので、普通運賃 350 円
と比べると1 回の運賃が約 287 円と、約 18％おトクな計算になります。
購入方法は、①那珂湊駅窓口または勝田駅湊線窓口で申込書に住所・氏名・
自治会名等必要事項を記入し購入。②各駅の券売機で回数券購入時に領収書
ボタンを押して領収書を発行し、これを 1 週間以内に那珂湊駅または勝田駅窓
口に持参、申込書に記入し1 回分のキャッシュバックを受ける。という2 通りで
す。①は 11 枚綴り＝写真②は回数乗車券が 11 枚券売機から発券されます。
また、
①だとクレジット払いも可能です。①②とも「みんなのカード」にスタン
プ押印（打刻）もできるのでさらにおトクです。
ただし、有効期限は発行日から3 か月間なのでご注意を。家族やグループで
乗車の時に代表者が回数券を購入するという利用方法もできるので、ぜひご利
用ください。この自治会割引回数券は、市や関係団体で構成する湊線対策協
議会の補助事業なので、清算期間となる3 月だけは販売を休止しています。

初日の出･初詣列車での
お越しをお待ちしています

今年も残すところ2 か月あまりになりました。応援団と海浜鉄道では 2018
年元日に、数えて 11 回目となる
「初詣・初日の出列車」の急行あじがうら号と、
なかみなと号の運行をします。毎年、多くの団体にご協力をいただいていますが、
中でも初詣スポットの沿線 4 神社には、大変お世話様になっています。
初詣・初日の出列車の運行を前にして、各神社の宮司さんに神社の紹介な
どを寄稿いただきました。同列車の運行については、次号で詳しくご案内します。

阿字ヶ浦町 掘出神社 宮司

見 本

勝田ー阿字ヶ浦間の往復は1日フリー切符で
勝田ー阿字ヶ浦間をその日のうちに往復する場合は、900 円の 1 日フリー切符の方がおトクです。勝田ー阿
字ヶ浦間の往復運賃は 1140 円。約 21％も割引されています。また、勝田ー磯崎間の場合は往復運賃が
1060 円でこちらもフリー切符がおトクですが、自治会割引回数券利用の場合は少しだけ回数券の方が安くなり
ます。

毎年大勢の方に湊線をご利用いただきまし
てありがとうございます。堀出神社は、水戸
光圀公ゆかりの小さな神社です。阿字ヶ浦駅
より徒歩 2 分、海の見える高台に鎮座してい
ます。
寒い中お参り下さる皆様を温かくお迎えで
きるよう、大晦日から元旦にかけて「甘酒・とん汁・御神酒」を無料で、宮司・
総代・崇敬者・阿字ヶ浦地区有志総出でおもてなしをしています。また、一番
列車でお越しの皆様を阿字ヶ浦駅にて宮司・総代がお迎えします。
阿字ヶ浦総鎮守「堀出神社」の堀出は、光圀公が塚を掘り起こしたら御神
体が出土したことから、堀出神社と命名されたと言い伝えされています。その
時出土した埴輪が祭られており、お正月は奉納された神輿と供に埴輪も展示い
たします。皆様のご参拝を、宮司総代、関係者一同心よりお待ちしております。

磯崎町 酒列磯前神社 宮司

ローカル鉄道･地域づくり大学 サマースクール

2017 グッドデザイン賞を受賞

ひたちなか海浜鉄道が、東京の企画会社二社とともに、企画・事
務局運営を行う人材育成プロジェクト「ローカル鉄道・地域づくり大
学」が、2017 年度のグッドデザイン賞 ( 主催：公益財団法人日本
デザイン振興会 )を受賞しました。
同プロジェクトはローカル鉄道やそれを抱える地域の課題解決や
活性化について「サマースクール」を中心に2012 年から行ってき
ました。毎年全国から行政関係者や鉄道ファンが参加し、受講者の
中からはローカル鉄道の公募社長も輩出しています。
「大学」では
吉田社長が代表理事となり、株式会社フラッグ（東京都武蔵野市、
久保浩章社長）と、株式会社インターテクスト（東京都港区、海野
裕社長）が全面的に協力、海浜鉄道と運営してきました。
受賞理由を同賞の審査委員は「鉄道経営だけでなく、地域運営と
毎月第 3 土曜日夜に、湊地区商店街を
組み合わせて考えることで、ローカル鉄道の新たな捉え方を提示し
会場に開催されているドゥナイトマーケッ
ている点も興味深い」と評価、地域・コミュニティづくりと社会貢
トが 10 月 21 日に20 周年を迎え、韓国
献活動の分野での受賞となりました。
旅行などが抽選で当たる記念イベントが
海浜鉄道が関係した同賞の受賞は2 年前の湊線駅名標デザインに
行われました。ドゥナイトはこの 20 年間
次ぎ 2 回目です。今年度はほかにもローカル鉄道 2 社が受賞したそ
で中止になったのは大震災直後の 1 度だ
うで、徐々に地域鉄道の重要性が再認識されてきたようです。
け。大雨や雪の日でも開催してきました。
応援団も結成直後から秋冬のシーズンに
産業交流フェア
焼き芋を販売し、収益を応援団活動に充
那珂湊コミセン祭りに出展 毎月第一日曜日に開催 てています。今シーズンも 3 月までの予
定で焼き芋販売を実施します。
■産業交流フェア
（日）
11 月 4・5 日にひたちなか総合 ■11月5日
午前9時〜11時頃まで
運動公園で開催される産業交流
フェアで「ローカル鉄道フェア」 ■那珂湊駅1番線ホーム
として、海浜鉄道をはじめ真岡鐵
11月5日
（日） 12月3日
（日）
駅名
道など6 社、体育館ではみなとメ
中
根
柳沢美田多･相金･三反田班
ディアミュージアムが出展します。
■那珂湊コミセン祭り
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
11 月 11・12 日に那 珂 湊 体 育
神敷台
小 川
館周辺で開かれるコミセン祭りに
部田野小谷金
那珂湊
龍之口町
は、応援団が写真を中心とした展
十三奉行
示をおこないます。
殿 山 七町目・牛久保町 和田町・殿山町

ドゥナイトマーケット20周年

野菜と干物の朝市

各駅の清掃・環境整備 ご苦労さまです

宮 本 正 詞 さん

海 後 宗 郷 さん

酒列磯前神社では、医薬の神様であり、
えびすさまとして広く知られている少彦名命さ
まをお祀りしております。また、近年では宝く
じの当たる神社としても有名になり、高額当
選された方からご奉納いただいた幸運の亀や
金運お守りなど、参拝者の方々に御好評をい
ただいております。境内へ続く参道の樹叢は境内と合わせて茨城県指定天然
記念物となっており、神秘的な雰囲気と清浄な空気が感じられます。3月頃に
は椿の花が見頃を迎え、また違った雰囲気を感じることができます。
お正月には多くの参拝者の方々が訪れ、新春初祈禱やお守りを受けていか
れる方で賑わい、一年中で最も神社が活気付く時期です。この機会にぜひ御
参拝ください。湊線で初日の出を見に行かれる方も初詣に来られる方も、気温
の低い中ですのでお身体に気をつけてお楽しみください。

富士ノ上 橿原神宮 宮司

吉 澤 和 子 さん

橿原神宮は富士ノ上に鎮座し、神武天皇・
桓武天皇・崇道天皇 ( 桓武天皇の皇太子 )
をお祀りしています。社伝によると、奈良時
代の和同年中に涸沼のほとりに創建したとい
われ、室町時代の仁寿年中に湊村の宮山町
に遷り、その頃は柏原大明神とよばれ、その
後橿原神宮と改め、湊村の鎮守とされました。江戸時代の寛文 12 年に炎上し、
同年現在の富士ノ上に遷し、今日まで約 330 余年が経過しています。
長い歳月、この地に鎮まり地域の人々を見守り続けている神様と、氏子や崇
敬者の方々に支えられて守られている神様・神社が、これから先も神様とのつ
ながりを大切にして、神様のご加護のもと、健やかな新年を迎え、一年を無事
にお過ごしくださいますようお祈り致します。

湊中央 四郎介稲荷神社 宮司

髙

田

昭 さん

応援団発足 10 年誠におめでとうございま
す。海浜鉄道と応援団の強力な連携によって、
磯 崎
磯崎町自治会
フリー切符900円+応援券100円
湊線の利用促進や地域活性化等に尽力され
阿字ケ浦自治会
阿字ケ浦
セット価格 1,000円
ていますこと大変嬉しく思います。
朝8：30（中根駅・高田の鉄橋駅は8：00）
売上げの一部は応援団の活動費
四郎介稲荷神社は、文禄 3 年 (1594)に
から実施します。
に使われています。
伏見稲荷大社より御分霊を奉迎し、初代飯
応援団オリジナル 平日も那珂湊駅窓口で販売 塚四郎介によって創建されました。五穀豊穣、商売繁盛、海上安全大漁など
見本
の神社として信仰を集めています。むかし静神社に暮らす4 匹の兄弟狐の伝
運賃
改定
説があり、源太郎狐は川を守り瓜連城に、甚二郎狐は野を守り米崎城に、紋
三郎狐は山を守り笠間城に、末の四郎介狐は那珂湊に住し、神通力を以て土
湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」8,570名を達成しました!
地の開拓を図り、人助けに日夜精進をした言い伝えもあります。
【応援団関係】
【海浜鉄道関係】
私も一応援団員として毎年 12月にNHK 水戸放送局の番組で初日の出・
◇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
初詣列車の紹介に参加させて頂いています。ひたちなか海浜鉄道は延伸とい
◇応援団HP http://minatosen.com（湊線どっと混む）
う明るい希望もあります。応援団と共に益々発展されることをご祈念致します。

秋の硬券フリー切符＆応援券を発売中

平 磯

平磯･平磯清水町自治会

ポストカード 好評販売中

※「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
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